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従業員により良いパフォーマンスを発揮してもら

うためには、時として厳しい注意指導を行ったり、

意にそわない業務命令を発しなければならないこ

ともあります。これらがすべてパワハラとして禁止さ

れるわけではないのはもちろんのことです。どこま

でが必要な注意指導であり、どこからがパワハラに

なってしまうかの線引きは難しいところです。 

パワハラにあたる行為 

パワハラにあたる行為とは、 

 

① 優越的な関係に基づいて（優位性を背景に） 

 行われること 

② 業務の適正な範囲を超えて行われること 

③ 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること又は 

 就業環境を害すること 

 

であるとされています。 

 特に次の６つの類型にあてはまる行為は、パワ

ハラ防止法によって規制の対象となりますので十

分に注意が必要です。 

パワハラ防止法をふまえた企業の対応策 

２０２２年４月１日からはいよいよ、パワハラ防

止がすべての雇用主に課される法律上の義務

となります。 

 企業の業績を向上させるためには、何よりも

従業員にとって良好な職場環境を維持構築する

ことが重要です。特にパワハラは、従業員の士

気を下げるだけでなく、企業のイメージを損ねる

ことにもなりかねず、今日の社会では、経営的

観点からも防止しなければならないものといえ

ます。 

 そこで、パワハラ防止法が何を禁止しており、

企業に対してどのような対応を求めているの

か、その内容をふまえた対応策について解説し

ます。 

どのような行為が規制対象になるのか 

２０１７年４月に厚生労働省が公表した「職場

のパワーハラスメントに関する実態調査」によれ

ば、会社で働く従業員のうち、３割以上にも及ぶ

人たちが、実際にパワハラを受けたり、職場内

でパワハラが行われていると感じているとの回

答を寄せたとされています。 

パワハラ防止法が中小企業も義務化。 

もし社内でパワハラが起きたら企業はどのよ

うに対応すればよいのか。 



  

  

身体的な攻撃を行うこと 

上司が部下に対して、殴打、足蹴りをするなど

の暴力を加えることは、業務上の必要性があると

は認められないため、パワハラにあたります。身

体に命中しなくても、物を投げつけるなど、身体に

向けられた攻撃も同様にパワハラとなります。 

また、身体に向けられていなくても、机を繰り返

して叩いたり、ゴミ箱を蹴り飛ばすなど、その行為

を見聞きすることで苦痛が生じるような行為は、程

度によっては、同じく身体的な攻撃として、パワハ

ラにあたります。 

これに対して、同僚間の喧嘩により暴力沙汰と

なったような場合は、業務と関係ないものである

限り、パワハラとは位置づけられません。 

 

精神的な攻撃を行うこと 

上司が部下に対して、「無能」「給料泥棒」「ゴ

ミ」など、人格を否定するような発言をすることは、

パワハラの対象となります。昭和の時代には、そ

ういう人格否定の発言を受けた従業員が悔しさを

バネにして奮起を期待する、などという考え方もあ

りましたが、それからすでに４０年近くも時代が経

過した現代社会では、そのような考え方が正当化

されることはありません。 

もっとも、期待された業績が上がらない従業員

や、勤務成績が不良な従業員に対し、業務改善

の指導を行うことは、必要なことであり、この指導

を受けたからといって、精神的に辛い思いをしたと

しても、それをパワハラというのは筋違いです。ま

た、遅刻や遅刻や服装の乱れがあったり、社会的

ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られたこ

とで、再三注意してもそれが改善されない部下に

対して上司が強く注意をすることも、社会常識とし

て当然に許されることといえます。 

これらの違いは、従業員の人間性を直接に攻

撃しているのか、従業員の問題行動という行為に

着目して注意指導しているかという点にあります。

実際に問題行動に及んでいる従業員に対して注

意指導することは、当然に許されるべきことです。

実際に問題行動に及んでいる従業員に対して注

意指導を行うことは、当然に許されるべきことで

す。しかし、その方法を誤ると、問題行動に及ん 

 

だ従業員がパワハラ被害者となり、注意指導をし

たつもりの雇用主が加害者となるということにも

至りかねないので、パワハラ防止法の下での注

意指導のあり方は、特に慎重な対応が求められ

ます。 

 

人間関係からの切り離し 

会社や上司の意向に沿わない社員に対して、

仕事から外したり、長期間にわたり、別室に隔離

したり、あるいは自宅研修させたりすることなど

がこれにあたります。職場の秩序を乱すことを理

由に、自宅謹慎を命じるということは、場合によっ

ては必要なこともありますが、具体的にどのよう

な害悪が職場に生じたかを客観的な証拠で明ら

かにできないと、パワハラに当たることがありま

すので注意が必要です。 

人員配置の都合で、他の従業員が複数で業

務にあたっている中で、特定の従業員だけ一人

で業務に当たらせなければならない場合や、新

入社員を育成するために短期間集中的に個室で

研修等の教育を実施することなど、業務上の必

要性がある場合には、パワハラには当たりませ

ん。ここでも具体的な業務の必要性を客観的な

証拠で明らかにできるかどうかがポイントになり

ます。 

 

過大な要求 

上司が部下に対して、長期間にわたって、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は、過大な要求として

パワハラに当たります。ハードワークの期間が一

時的なものではなく、恒常的なものとなっていた

り（おおむね３ヵ月以上となったときには要注意で

す）、そもそも勤務との関係性が乏しい業務を命

じているような場合は、パワハラにあたる可能性

が極めて高いといえます。 

従業員のスキルアップのためには、今できる

仕事よりも少し高いレベルの業務を任せなけれ

ばならないこともあります。したがって、従業員が

過酷だと感じたからといって、すべてがパワハラ

にあたるわけではありません。しかし、ハードワ

ークが原因で従業員が身体を壊したり、精神を 
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病んでしまうと、安全配慮義務違反として雇用主の

責任が問われますので、パワハラに当たらないから

といって放置は禁物です。 

 

過小な要求 

特定の従業員が自主退職をすることをねらって、

もともと担っていた業務やこれまでの配置の実情に

比較して、見合わない仕事をさせることは、パワハラ

に当たります。たとえば管理職であった従業員に対

して、業務上の必要性を伴わないで、受付や清掃業

務に配置転換する場合などが、要注意の事例となり

ます。 

もっとも、職種や配置を限定して雇用された者で

ない限り、様々な部署へ配置転換がなされること自

体は、経営上の都合によって許容されるものといえ

ます。適材適所への配置として、従業員が希望して

いたとしても、経営判断によってこれと異なる部署に

配置することはあり得ますので、希望に適わない職

種を割り当てられたからといって、そのすべてがパ

ワハラにあたるというわけではありません。 

 

個の侵害 

従業員は、勤務時間中について、職務に専念しな

ければならないので、その間、職務と関係しないこと

といえます。しかし、勤務時間外のプライベートな時

間にまで、業務上必要ないことがらで連絡をとった

り、勤務時間中であっても、勤務と関係のないプライ

ベートな事柄に踏み込んだり、思想・信条等を理由

にした他の従業員と差別した取り扱いをすることは、

パワハラに当たるといえます。 

しかし、特定の従業員への配慮を目的として、従

業員個別の事情に応じた特別な対応を行うことは、

むしろ事業主の義務とされる場合があり得ます。 

他の従業員への配慮や会社秩序維持のために、

特定の従業員の意に沿わない対応をせざるを得な

い場合もあり得ますが、その目的を客観的に合理的

な資料を伴って明らかにできなかったり、今日の社

会通念に照らして相当と認められないものと評価さ

れた場合には、パワハラに当たることもありますの

で、こういった対応には慎重な検討が必要不可欠で

す。 

パワハラ防止法とはどのような法律なのか 

 

いわゆる「パワハラ防止法」は、正式には「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」とい

う法律であり、「改正労働施策総合推進法」とも

呼ばれています。 

法律自体は、２０２０年６月１日より施行されて

いますが、中小企業では当面の間、この法律に

基づく義務が努力目標とされており、今後のパ

ワハラ防止態勢を確立するためのいわば準備

期間とされていました。 

しかし、その準備期間もまもなく終わろうとして

おり、２０２２年４月１日からは、企業の規模や法

人・個人事業主とを問わず、すべての雇用主が

パワハラ防止法の定めに従って、対応をするこ

とが法律上の義務となります。 

パワハラ防止法により、雇用主に義務付けら

れていることがらは、次のとおりです。 

 

パワハラに対する事業主の方針等の明確化及

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 

● 行為者について、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、労働者に周知・啓発すること 

 

パワハラ防止の取り組みは、事業主自身が

パワハラをしないという強い決意を持つことはも

ちろん、職場内でのパワハラを見逃さず、厳しい

姿勢で臨むことを宣言することから始まります。 

そのために、従業員全員へ配布したり、社内

の掲示板で掲示する方法で、何がパワハラにあ

たるのかを明確にし、パワハラを行ってはならな

いことを宣言することが義務付けられています。 

そして万が一、パワハラが発生した際には、

懲戒処分等で厳しく対処することも義務付けら

れています。従業員に対して懲戒処分を行うた

めには、就業規則等に明確な根拠が必要となり 
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ますので、これにあわせた就業規則の改定も必要

となります。 

 

パワハラについての相談に応じ、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 

● 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、

適切に対応できるようにすること 

 

パワハラ防止法では、従業員がパワハラ被害

を受けたと考えた際に相談できる窓口を設けて従

業員に周知することが義務付けられています。一

般的には、人事部門の責任者や特定の役員を担

当者として指定して、いつでも相談して良いことを

入社時に案内したり、社内に常時掲示する方法で

周知する取り組みがなされています。 

またこの相談窓口担当者は、実際にパワハラ

の有無を調査して、もしパワハラがあったと判断し

た際には、行為者に対する懲戒処分や必要な措

置を行うことを会社に対して働きかけることができ

る権限を有していなければなりません。 

 

職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅

速かつ適切な対応をすること 

 

● 事実関係を迅速かつ正確に確認すること 

● 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 

● 事実関係の確認後、行為者に対する措置を

適正に行うこと 

● 再発防止に向けた措置を講ずること 

 

パワハラについての相談を受けたり、社内での

パワハラ問題が発生している疑いに気づいたとき

は放置せず、事実関係を迅速かつ正確に確認す

ることが義務付けられました。これにより雇用主

は、パワハラ問題へ実際に対応することが法的に

義務付けられているということになります。 

事実確認の結果、パワハラがあったと判断せ

ざるを得ないときは、速やかに被害者に対するケ

アを行い、行為者に対して懲戒処分等を含めた

厳正な対処を行うことが義務付けられています。 

それだけでなく、再発防止に向けた措置も講じ

る必要がありますので、問題が起きた際には、そ

の一件限りの出来事として済まさないことが肝心

です。 

なお、事実確認の結果、パワハラがなかったと

判断した場合にも、パワハラの相談をしてきた従

業員に対して説明をしたり、必要に応じて、行為

者に対しても注意指導をするなどの措置を行うこ

とも義務付けられています。したがって、パワハラ

がなかったとする判断は、特に相談をしてきた従

業員に十分説明できる根拠をもって事実確認をし

た上で行わなければならないということに注意が

必要です。 

 

そのほか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、その旨労働者に周

知すること 

● 相談したこと等を理由として、解雇その他不

利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周

知・啓発すること 

 

 パワハラ問題についての相談や事実確認の調

査にあたっては、相談者はもちろん、そのような

行為に及んだとされている従業員や関係者のプ

ライバシーを保護しなければなりません。そのた

めに、相談については匿名でも構わないと取り扱

ったり、事実確認を他の従業員に知れ渡らない

場所や方法で行うなどの対応が必要です。 

パワハラについての相談をしたことで、行為者

や関係者からさらにパワハラが行われるようなこ

とがあっては本末転倒です。パワハラ防止法で

は、相談したこと等を理由として、不利益な取り扱

いをすることが禁止されています。 

またここでは相談したことそれ自体を理由とす

る不利益な取り扱いが禁止されていますので、た

とえば事実確認の結果、パワハラがなかったと判 
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断された場合に、事実と異なる申告をした等という

理由で、相談してきた従業員を注意指導や懲戒の

対象とすることも禁止されているので、十分に注

意してください。 

 

パワハラ防止法に違反すると何が起こるか 

 

パワハラ防止法によって、雇用主には様々な義

務が課されることとなりました。これに違反した場

合、どのような罰則があるのかということが気にな

りますが、今のところ、パワハラ防止のための対

応義務が果たせていないことに対する罰則は定

められていません。 

しかし、パワハラを受けたと考える従業員は、労

働局や労働基準監督署へ相談を行える態勢が整

えられており、その結果、雇用主において、パワハ

ラ防止法に基づく対応義務が果たせていないと判

断がなされた際には、行政指導が行われます。こ

の指導は、助言、指導または勧告という方法で行

われますが、勧告を受けてもなお、これに従わな

い場合、企業名が公表されることとなっています。 

それだけでなく、実際に企業内でパワハラが起

きてしまったときには、パワハラ行為をした従業員

はもちろん、雇用主もその使用者として、被害を受

けた従業員に対して、損害賠償義務を負うことが

あります。特にパワハラ防止法が施行された後

は、定められた対応義務を果たせていないこと自

体が会社の落ち度であると評価されてしまうの

で、こうした対応不備はそのまま、損害賠償リスク

につながります。 

過去にはこのような多額の損害賠償義務が生

じた例もあります。 

 

①Ａ病院事件（さいたま地判平成１６年９月２４日） 

Ａ病院で勤務していた男性准看護師であったＸ

さんは、先輩Ｙから３年近くにわたって、休日の私

用での呼び出し、職員旅行での多額の金銭負担

や飲酒の強要、仕事中に度々「死ねよ」と発言さ

れたり、「殺す」とメールを受けたりするなど、様々

ないじめ行為を受け続け、これを苦にして自殺し

てしまいました。裁判所は、Ｘさんの遺族からの損

害賠償請求を受け、先輩Ｙに対して１０００万円の 

慰謝料の支払いを命ずると共に、Ａ病院に対し

ても、そのうち５００万円について、Ｙと連帯して

賠償責任を負担するよう命じました。 

この事案でのＹからＸさんに対するいじめは、

ここに記載した内容にとどまらず、かなり執拗な

ものであって、それ自体がパワハラにあたること

は疑う余地はありません。ＸさんはＡ病院も含め

て、誰にも相談することもできずに自殺してしま

いました。 

Ａ病院からすれば、「相談してくれていれば、

対処することもできた」との主張があり得るところ

ですが、裁判所としては、Ａ病院においてこうし

たいじめやパワハラ防止のための特段の措置を

講じていなかったことや、ＹからＸさんに対するい

じめが３年近くも続いていたこと、その中には職

員旅行や職場内でも発生したものも含まれてい

ることから、Ａ病院において、気づかなかったこと

自体が問題であるという考え方を示しました。 

この裁判例は、パワハラ防止法ができる前の

ものですが、これからは雇用主にパワハラ防止

のための具体的な対応義務が明確な法的義務

となりますので、雇用主としては、パワハラが起

きたことを知らなかったでは済まされず、むしろ

より厳しい判断がなされる可能性があります。 

 

②Ｂホテル事件（東京高判平成１６年２月２７日） 

Ｂホテルの従業員であった甲さんは、上司で

ある乙から、お酒が飲めない体質であるにもか

かわらず、酒席での飲酒を強要される、深夜の

時間帯に、業務上の対応を責める留守番電話

やメールを繰り返して送られる、夏季休暇中に

急な業務に対応できなかったことをとらえて、「ぶ

っ殺すぞ」と罵られるなどされたことで精神を病

んでしまい、そのまま回復することができず、自

然退職となってしまいました。甲さんからの損害

賠償の請求に対し、裁判所は乙とＢホテルに対

して、甲さんへ連帯して１５０万円の慰謝料を支

払うよう命じました。 
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こちらの事例は、Ａ病院のものとは異なり、Ｂホ

テルの業務時間外で行われているものがほとん

どで、Ｂホテルにおいては、本当に甲さんと乙と

のやりとりを知らなかったのかもしれません。しか

し雇用主は、従業員が職務に関連して行ったパ

ワハラ行為については、それを知っていようと知

っていまいと、使用者責任として、その従業員と

共に、損害賠償責任を負わなければなりません。

パワハラは、雇用主の知らないところでも発生し

ないよう、日ごろから予防に努めていなければな

らないという一例といえます。 

 

③Ｃファンド事件（東京地判平成２２年７月２７日） 

消費者金融Ｃファンドの従業員であったＶさん

（実際の事件では、ほかにも２名の人が原告とな

っています）は、上司であるＫから、仕事ぶりが不

十分であるとして、「馬鹿野郎」「給料泥棒」などと

叱責を受けたり、「給料をもらっていながら仕事を

していませんでした」という念書を書かされたりな

どしていました。こうした仕打ちにつき、裁判所は

ＫとＣファンドに対し、慰謝料として連帯して４０万

円を支払うよう命じました。 

この事案では、ＫがＶさん以外の従業員にも、

暴言や暴行を加えていたというより悪い事情があ

りましたが、Ｖさんとの関係では、この発言自体

がパワハラとして、４０万円の慰謝料支払義務の

根拠となっている点がポイントです。これは特異

な例ではなく、人格非難にあたる発言があれば、

それだけでパワハラとして慰謝料の対象となるこ

とは、裁判例上、ごく当たり前のこととされていま

す。 

パワハラ防止法施行に向けて企業が行うべき施策 

 

２０２２年４月から、すべての雇用主がパワハラ

防止法に基づく義務を課されることとなります。これ

らに対応することは、そのまま職場のパワハラ防止

や万が一にパワハラが発生してしまった際の対策

として有効に機能します。 

雇用主が従業員の意に沿わない対応をしたから

といって、その全てがパワハラとなるわけではあり

ません。従業員に対して必要な注意指導を適切に

行うことは、パワハラ防止法が施行されたからとい

って、差し控えるべきではありません。どこまでが

業務上必要な指導にあたり、どこからがパワハラと

して違法になるのか、また従業員からパワハラの

相談があったときにはどのように対応するのか、パ

ワハラ防止法施行に向けて、次のような施策を講じ

ることがポイントとなります。 

 

管理職を中心とした社内研修の実施 

パワハラは職場内で優位な立場にある者によっ

て行われるものです。職制の上限関係上は上司で

あっても、在籍年数が長かったり、年齢差があるな

ど、職場内での力関係が逆転している場合には、

部下から上司に対するパワハラというものもあり得

ます。しかし多くの場合、パワハラは上司から部下

に対して行われるので、まずは管理職を中心とし

た、パワハラについての理解を深める研修を実施

することが重要です。 

その前提として、企業のトップ自身が、パワハラ

はあってはならないという強い意識を持たなければ

なりません。雇用主自身がパワハラを繰り返してい

るようでは、有効な対策を講じることはできません。

パワハラの行為者は、その行為がパワハラに当た

るという理解がないことが多く、むしろ厳しい指導に

よって人材が伸びていくとの信念で行動に及んで

いることが珍しくありません。 

こうした今日の社会では通用し得ない信念に基

づいて行われているパワハラ行為は、一朝一夕に

是正していくことは難しいものです。パワハラ防止

は、何よりもトップからの強い決意とメッセージが必

要です。トップ自身にパワハラ防止の意識が乏しい

企業にこそ、角度を変えて複数回にわたってパワ 
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ハラ防止研修を継続的に行い、徐々に意識改革

を進めていくことが必要不可欠です。 

 

相談窓口の設置 

従業員がパワハラ被害にあったと考えた際に、

相談をすることができる窓口を置くことは、パワハ

ラ防止法によってすべての雇用主の義務となりま

した。この相談窓口では、実際に相談にあたるだ

けでなく、事実関係を調査して、必要な措置を講じ

るために率先して行動することが求められます。 

従業員がパワハラとして申告した行為を調査し

た結果、双方の言い分に食い違いが生じるという

ことがよくあります。事実認定に迷いが生じる場合

に備え、パワハラの有無についての判断は、相談

窓口担当者だけでなく、複数名のメンバーで調査

結果を検討して判断するという方法が考えられま

す。相談窓口は、初動の対応を行い、今後の対策

を率先してリードする職責を担うことが必要です

が、事実認定そのものについては、社内に委員会

を設けるなど、担当者にすべての責務を負わせな

い方法で対応することが有用です。 

パワハラの有無についての事実認定を行う部

門を委員会方式で設けた場合、そのメンバーにど

のような関係者を関与させるかは、企業の実情に

よって様々です。従業員代表を関与させる方法も

ありますが、相談者や行為者のプライバシー保護

の観点からは、慎重になる必要があります。 

 

社内規定の作成 

パワハラが発生した場合、行為者に対して懲戒

処分等を含めた厳正な対処を行うよう社内規定を

整備することは、パワハラ防止法上の義務となっ

ています。最近では、就業規則のひな形自体が、

パワハラを懲戒処分の対象としている例が多いの

で、多くの企業では、すでに形式的にはパワハラ

に厳正な対処を行う前提が整っているといえま

す。 

問題は、どのような手順でそこまでの処置を講

じていくかという点にあります。社内規定は整って

いても、実際に懲戒処分を下すべきか、懲戒処分

を下すべきであるとして、どの程度の処分とすべ

きか、判断に迷うという例は少なくありません。 

 

そもそも、問題となっている行為がパワハラに

あたるのかどうかを確定すること自体が困難とい

うこともあり得ます。 

社内規定は単に作成するだけではなく、実際に

問題が発生した際に、どのように運用していくかま

でもが想定されて、はじめて有効に機能します。そ

のためには、パワハラ問題が発生した際の手続マ

ニュアルをあわせて整備するとともに、実際の案

件に対しても、要所ごとに対応方法のアドバイスを

適切に受ける態勢を整えておくことが重要です。 

 

パワハラが発覚した場合の対応態勢の確立 

相談窓口を設けることにより、職場内でのパワ

ハラ問題を吸い上げるための仕組みを作ることが

できます。相談が寄せられた場合はもちろんのこ

と、積極的な相談にまでは至らないものの、パワ

ハラの疑いがある事案が発覚された際には、被害

者からの申告を待つまでもなく、対応を進めていく

ことが重要です。 

 

① 関係者からの事情聴取 

パワハラが発覚した際には、関係者から聴取し

て、事実関係の確認を行うことから始めます。この

際、パワハラを受けている疑いがある従業員のプ

ライバシーには特に配慮する必要があります。そ

のため、案件を公にしたくないという強い希望があ

った際には、行為者から事実を確認するに際して

も、慎重な配慮が必要です。 

 

② パワハラ該当性の有無の判断 

事実関係を確認した後は、パワハラがあったと

いえるかどうか、会社としての判断を速やかに行

わなければなりません。相談担当者だけでは判断

に迷うことも少なくないので、パワハラ該当性の有

無の判断は、複数名で相談して行うことが考えら

れます。 

 

③ 必要な措置の実施 

パワハラに該当する行為があったとしたときに

は、間を置かずに行為者に対して懲戒処分等の

措置を行うことが必要です。パワハラに該当する

行為があったとは認められない場合には、相談を 
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してきた従業員に理由を説明して理解を得るこ

とが重要です。 

これらの対応については、特に相談をしてき

た従業員から不満が述べられることがあるかも

しれません。不服申立に応じることは義務では

ありませんが、もし不服申立を認めるのであれ

ば、就業規則等の社内規定により、不服申立の

要件を明確に定めておく必要があります。安易

に再調査に応じることは、際限なく再調査を余

儀なくされたり、当初の判断の信頼がゆらいでし

まう可能性がありますので、慎重な対応が必要

です。 

 

パワハラ防止法への対応は当事務所へ 

 

職場内でのパワハラは、いざ発生してしまう

と、従業員の士気を大幅に削いでしまい、十分

なパフォーマンスを発揮させることができなくな

ってしまいます。ましてパワハラが蔓延している

ような職場では、従業員が定着をせず、中長期

的な成長戦略に大きな影響が生じてしまいま

す。パワハラ対策の不備は、企業の成長のため

の大きなデメリットに他なりません。 

パワハラ防止法への対応として、就業規則を

整備するなどの仕組み作りが必要不可欠である

ことはもちろんのことです。しかし、せっかく作っ

た仕組みも、十分に機能するものでなければ意

味がありません。 

当事務所では、パワハラ防止法への対応対

策のため、社内規定の整備についてご提案申し

上げることはもちろん、各種の研修の実施のほ

か、実際にパワハラの相談があった際のアドバ

イスや事実認定のサポートにも努めさせていた

だいております。一例として、次のような対応例

があります。 

 

● 管理職を対象としたパワハラ研修の実施に

より、注意指導とパワハラの区別に理解が

得られたとの感想を受けた例 

● パワハラ相談対応マニュアルを作成するこ

とにより、対応担当者が行うべきことが明確

になった例 

● パワハラの該当性に疑義があった例につ

いて、アドバイスをしたことにより、パワハラ

の該当性は否定されたものの、必要な処置

を別途講じることで相談者の納得が得られ

た例 

● パワハラに該当し得る行為があった事例に

ついて、従業員側にも問題があったことか

ら、相応の解決金の支払いには応じつつ、

合意退職により解決した例 

 

パワハラは、一旦発生してしまった際には、

雇用主が問題を把握していた場合はもちろん、

把握していなかった場合でも、対応態勢自体に

不備があることそれ自体が、法的責任の根拠と

なります。 

特に２０２２年４月のパワハラ防止法施行以

後は、パワハラ防止態勢の確立は明確な法的

義務となります。 

パワハラ防止法への対応態勢の確立はもち

ろん、今後の運用のあり方や、現在問題となっ

ている案件への対応方法など、パワハラ対策

にお悩みの企業・雇用主の皆さまは、是非とも

当事務所にご相談ください。 

 

 


