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第1 本日の講義の流れ

第1部 そもそもハラスメントとは何か

第2部 上司から部下へのハラスメントについて
上司が部下を注意する場合等を想定

第3部 介護現場におけるハラスメント対応について
利用者等から職員へのハラスメントを想定



第２ 第１部 そもそもハラスメントとは

１ 会社組織におけるハラスメント例

会社組織でおこるハラスメントとしては、以下のようなものがある
と言われております。

①パワーハラスメント ②セクシュアルハラスメント
③セカンドハラスメント ④モラルハラスメント
⑤リモートハラスメント ⑥ジェンダーハラスメント
⑦アルコールハラスメント ⑧スモークハラスメント
⑨マタニティハラスメント ⑩テクノロジーハラスメント
⑪スメルハラスメント ⑫リストラハラスメント

ハラスメントの種類は増える一方。アカデミックハラスメントも。



２ そもそもハラスメントとは？

ハラスメント・・・・人を困らせること。嫌がらせのこと。

人を困らせること、嫌がらせをしてはいけないというの
は、当たり前のこと。

では、なぜ、今、ハラスメントという言葉が世の中で大
流行しているのか？



３ 新しい言葉の流行について

昔は使われていなかった言葉が、今、使われているのは、
「ハラスメント」だけではない。

他にも。

コンプライアンス・・・法令遵守。企業などが、法令や規則をよく守ること。
ジェンダー・・・社会的、文化的な性差。

「料理は女性がやるもの」、「女性は勉強しなくてもいい」な
ど、性別の違いが社会的文化的なところの違いに結びつい
ているような場合に、「ジェンダーによる男女差別を解消し
よう」などと言って使われます。

ハラスメント



なぜ、このように新しい言葉を流行らせる必要があるのか。

例えばコンプライアンス
コンプライアンスとは法令遵守(法令や規則をよく守ること)を言うが、コンプライ
アンスという言葉が流行っていない時代において、企業は法令や規則を守る必
要がなかったわけではない。

それは、企業がその本質として利益を追求していくものである以上、利益ばか
りを追い求めて、例えば汚水・毒物を垂れ流して人体に影響を与えるような公害
問題を起こしたり、従業員の人権を侵害するようなブラック企業が出てきたり、
ルールを守ることを後回しにするおそれがある。それを防ぐために、コンプライア
ンスという言葉で強調。

ハラスメントも全く同じ。
昔だってパワハラやセクハラが許されていたわけではない。

→ ある意味、当たり前のことを守らせるために、言葉を流行らせるというだけ
のこと。



４ パワーハラスメント

厚生労働省の定義によると、パワハラとは、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 労働者の就業環境が害されるものであり、
① から③までの３つの要素を全て満たすものをいう。

なお、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。



５ セクシャルハラスメント

同じように、厚生労働省の定義によると、セクハラとは、「職場」において行わ
れる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件につい
て不利益を受けたり、就業環境が害されることをいう。

「性的な言動」か否かによっては社会通念によって定まる。



６ ハラスメントの判断基準

パワハラにせよ、セクハラにせよ、違反するかどうかは、社会通念によって決まる。

これが一番重要なポイント。

社会通念、つまり世の中の皆がおかしいと感じるかどうかによって決まる。



「仕事ができない従業員に対して、指導したらパワハラにあたるんでしょうか」という相談。

どうでしょう？



「仕事ができない従業員に対して、指導したらパワハラにあたるんでしょうか」という相談。

どうでしょう？

→ あたるわけがない。

勉強をしない生徒に先生が指導する、仕事の覚えが悪い従業員に対して上司が指導する。これは当たり前。
むしろやるべきこと。
逆にこれをあえてしないとなると、むしろその生徒・従業員に対するハラスメントになり得る。

要は指導すること自体には何の問題もないわけであって、ただ、その指導のあり方が、
社会通念上、許されないものであれば、それはハラスメントにあたりうる。

当たり前のことであるが、すぐに見失いがちなので要注意。



言葉の持つ力

言葉というものは強い力をもっている。

コンプライアンス・ハラスメントというのは、世の中を当たり前の、いい形に変えていくために使われているにすぎ
ない。いわば目的達成のための道具にすぎない。

しかしながら、そのことを忘れるとと、「これはコンプライアンス違反にならないのか」「これはハラスメントにならな
いのか」と、言葉ばかりが先に立って、本質を見失い、おびえることになります。

非常にもったいない。



７ 価値観の相対化

唯一気をつけておくべきこと ＝ 価値観の相対化

昔と違って、人それぞれの価値観が極めて多様化・相対化している。

「良かれと思ってしたことが・・・」

自分が楽しいと思うことを、必ずしも皆が楽しいと思うわけでもない。

何が常識か。何が普通なのか。これは面倒なことに、世の中の動きによって変わっていくもの。



例えば、法律の世界でいうと、「猥褻」(わいせつ)」という概念。

法律の世界における「わいせつ」の定義は、昭和26年に最高裁で下された「いたずらに性欲
を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に
反するもの」（最高裁判例 昭和26年5月10日）という判断が基本用いられる。

ただ、具体的にいかなる場合にわいせつ罪が成立するかというと、これは時代とともに大きく
変わってきている。

端的にいうと、昔の方が厳しい。情報社会がものすごいスピードで進むことで、国民の価値観
が変わり、端的に言うと、昔よりゆるくなっている。



８ 合理的一般人

裁判・法律の世界、「合理的一般人を基準とした経験則で判断する」といういい方
をする。

平たい表現をすると、「普通の考え方をもった人なら普通こうするだろう」という感
覚で裁判というのは処理されていく。



先ほど、ハラスメントにせよコンプライアンスにせよ、単に社会通念上
許されないことをしてはいけないというルールにすぎない、ということ
を述べた。

ポイントはこの「社会通念」。常識と言い換えても間違いではない。

今の時代は、何が常識なのか、何が社会通念なのか、一見分かりづらく、常に謙
虚に、考えていないといけない時代になっている。



「廊下を走るな」。



「廊下を走るな」。

昔は、学校の廊下を走ってはいけない、というのが常識。
今の時代は、どうしてそれをしてはいけないのか、理屈で理解させようとする時代。そうした場合、
どのような説明をするかによって、受け取り方が変わってくる。



「廊下を走るな」。

昔は、学校の廊下を走ってはいけない、というのが常識。
今の時代は、どうしてそれをしてはいけないのか、理屈で理解させようとする時代。そうした場合、
どのような説明をするかによって、受け取り方が変わってくる。

例えば、「廊下を走ると騒がしいから走るな」、という説明をしちゃうと、「じゃあ、誰もいない放課後
だったら走っていいよね」と受け取る子も出てくる。

でも、そうではない。人の家の中とか、建物の中を走るというのはそもそもが非常識であって、だか
ら「走るな」。

ただ、今の時代はそれが当たり前としてとおるかどうか、一旦考えることが求められている。



10 謙虚な気持ちで、社会通念(常識)の確認

今の時代、危険なのは思い込みです。自分がやっていることは絶対に正しい、間違っ
ていない、こういう思い込みは危険。

常に、何が非常識か、社会通念上問題があるか、意識を配っておく必要があります。



社会通念を身につけるためにはどうしたらいいか。

コミュニケーション。これしかない。

情報があふれ、スマホで何でも検索できる時代になり、価値観が多様化した。そういう時代だからこ
そ、他人の感覚を知り、他の人がどういう考えでいるか、自分の感覚は非常識じゃないのか、確かめる
ために、コミュニケーションをとることが強く求められている

具体的にどのような仕組みを作るか。

基本的なところでは、いわゆる報連相(報告・連絡・相談)。
何でも話をしやすい雰囲気を作ることが大事だし、上司の方も、部下の方に意見を言ってもらいやすい
環境を作ることが自分のためということになる。



11 第一部のまとめ

ハラスメントの本質は難しいことではない。
社会通念上問題があるか否かにすぎない。

ただし、何が社会通念(常識的・一般的)であるかについては、決して、
独りよがりに判断してはいけないし、常に謙虚な気持ちで確認する思
いを持ち続けなければいけない。それが現代の世の中。



第2部 上司から部下に対するハラスメント

１ パワーハラスメントの定義
厚生労働省の定義によると、パワハラとは、
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労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの３つの要素を全て満たすものをいう。

なお、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。

ポイントは、社会通念上相当かどうか。第1部の復習。



２ 社会通念上相当かどうかを判断する前提として、事実関係の確認

本日の講義で、もっとも重要なところ。

言葉で、ハラスメントに該当するかどうか、説明するのは簡単。

実際に発生した事実関係を元にして、それが社会通念上相当か相当でないかを判断する。

社会通念が何かを常日頃気に配っておきさえすれば、後は普通に判断していけばいいはず・・・

しかしながら、ハラスメント事案において、難しい面が間違いなくある。



３ パワハラ・セクハラ事件の特徴

・ 密室、マンツーマンの世界で起こることが多いため、事実関係について
明確で はないことが極めて多い。

これが最大のポイント。

勿論、ハラスメント事案であっても、暴力で怪我をしたようなパワハラ事案、
刑法上の犯罪も成立するようなわいせつ事案であれば、比較的簡単。

∵ 病院の診断書等客観証拠があるため、事実関係の認定が比較的容易。



しかしながら、大半の一般的なパワハラ事案・セクハラ事案は、事実関係を判断する
ためのわかりやすい証拠が存在しないことの方が明らかに多い。

これは介護現場におけるハラスメントも同様。

なぜそうなるかというと、密室・マンツーマンの世界で起こることが多いから。



【余談1】

警察の捜査が一番難しいのは、殺人と放火と言われる。

殺人は被害者が死んでおり犯行状況について被告人以外に説明できる人がいない。

放火は全て焼けてしまい物証が残っていない。



４ 事実関係の整理が極めて重要

相談事例
上司からの相談：仕事を真面目にしない従業員がいたため、職場のLINEグルー
プで注意したところ、パワハラと言われたが、私がLINEグループで注意したことが
パワハラにあたりますか？」

私が実際に受けた相談。
こういう相談聞いたらどうされますか？



例えば、「仕事を真面目にしない」

・・・具体的にどのような状況があったのか。従業員の勤務内容はどのようなもので、どのような違反行為があったの
か。その頻度はどのようなものか。これまでどのように対応してきたのか。等々。

また、「LINEグループで注意した」

・・・どのような文章で注意したのか。注意したのは初めてなのか。そもそもどのような目的でLINEグループが作られて
いるのか。どのようなメンバーがそのグループに入っているのか。

その他にも、日頃におけるその従業員との関係性。他にパワハラと主張されるおそれがあるような言動はなかったか、
等々、聞かなければ判断がつかないことが山のようにある。

これを細かく聞いていかないと、答えは出ない。



５ 事実関係を確認するにあたって証拠の乏しさ

パワハラ事案においては、明確な証拠が存在しない事例が多く、正確な事実

関係を説明するために、きちんと常日頃より記録を残しておくことが必要。記録

にあたっては、できるだけ具体的に残しておくことが必要。



上司ではなく従業員の側は、比較的記録を残していることが多い。

日誌のようなものの詳細に残していることもあれば、録音している場合もある。第三者に相
談している場合もある。

上司の側は、記録を残していないことが多い印象。

どのような問題行為があったか、どのような注意指導をどのような方法で行ったか、記録を
残しておくことが望ましい。できれば、組織として、一人で抱えるのではなく、報告書のような
形で第三者に理解できる形で残しておくことが望ましい。５W１H(「WHEN：いつ」「WHERE：
どこで」「WHO：だれが」「WHAT：何を」「WHY：なぜ」「HOW：どのように」)。

そのことが、後々トラブルが顕在化しても、事実関係についてはきちんと説明できる。
そのことによって、上司本人も救われるし、組織としても救われる。



【余談2】

録音について

録音録画したものについては基本的に民事事件では証拠能力が認められる。
相手方の了解を事前にとっていないとダメというものではない。

利用者との信頼関係を損なうことを気にするのであれば、契約書に前もって記載しておくことも
一つの方法であろうが、利用者側は通常違和感を持つであろう。

要は、組織内で録音録画の功罪についてきちんと検討し、共通認識をもっておくことが必要。



６ その他、事実関係について争いになることを防ぐための方法

報告書等による記録化。

複数人での対応(注意指導する際に複数人での対応をする)



第３ 介護現場におけるハラスメント

利用者・家族からのハラスメント

１ これまで述べてきたところの応用問題

① 社会通念(常識・一般論)上、相当か否かの感覚を持つ。
② 事実関係の正確な把握に努める。

基本的にはこの2点が重要なのは、全く同じ。

これを、介護現場という特殊性を考慮した上で、具体的に対策
をうつ。



２ 基本姿勢

まず、ハラスメントは絶対に起きる問題であるということを前提として考えておく。

ハラスメントが起きていない、他に比べて少ないという場合、上記の①②に問題が
ないかということを常に疑うことが必要。

価値観の異なる人間が複数集まる場であれば、何らかのトラブルは起
きることがむしろ自然。



３ 介護現場におけるハラスメントの特殊性



３ 介護現場におけるハラスメントの特殊性

① 社会通念に関して
ある程度は我慢すべきという感覚。
利用者に尽くして当たり前。



３ 介護現場におけるハラスメントの特殊性

① 社会通念に関して
ある程度は我慢すべきという感覚。
利用者に尽くして当たり前。

② 事実関係の把握に関して
密室・マンツーマン



４ 対応

(1) 組織としての事前対策

① 基本方針・規定の作成
※ 厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」

② 風通しがいい職場環境作り

職場環境が悪くて、コミュニケーションをとらない人には、2通りいることを頭に入れておく。

A コミュニケーションをとりたいけど、環境が悪くて、とれない人。
B 元々コミュニケーションが苦手で、組織環境が悪いことを都合良く受け取っている人

AとBでは、より危ないタイプは、B。
Aは組織改善意欲が根底にあるが、Bはその意欲に欠けるため、放っておくとますます風通しを悪化させる。



③ 事前予防対策を周知。
脱いだり履いたりしやすい靴で訪問する。
いざというときの退路を頭に入れておく。
防犯ブザーを携帯させる。ETC

④ 事件発生の場合の具体的な対応手順を作成しておく
身の危険を感じたら、サービスを中止してその場を離れる。
事業所に戻ったら、上司に報告し、詳細な記録を残す。ETC

⑤ 相談窓口の設置

⑥ 研修の実施

⑦ 契約書・重要事項説明書への明記
契約解除条項。



(2) 事後対策

① 報告書の提出。

② 話しやすい環境の整備

③ 具体的な状況について職員から詳細な聞き取り。
被害にあった当事者は冷静でないことが普通であるため、うまくリードしてあげ
ることが必要。

④ 周辺関係者からの聞き取り

同じ利用者を担当している他の職員からの聞き取り等。



（3）具体的な事後対応

① 支援方法の変更

② 担当職員の変更

③ 利用者との話し合い

④ 弁護士等第三者に相談(程度に応じた対応)



５ セカンドハラスメント(二次被害）を避ける

介護現場におけるハラスメントについて、上司に相談したところ、上司は、「それくら
いのことはうまく対応して」と言って、まともに取り合わなかった。

セカンドハラスメントとして、その上司の対応自体が違法、安全配慮義務違反として
責任を問われる可能性がある。



【対応】

・ 管理者等は、常日頃から、自分の発言が職員にどのような印象・メッセージを
与えているかを意識する。

・ ハラスメントの相談を受けた際は、職員のつらさに共感する態度を示しつつ、ま
ずは批判せず話に耳を傾ける。

・ 上司は、職員が状況を変えていけるよう、改善策を具体的にアドバイスするよ
う努める。

・ 組織全員が、「聞く姿勢」「共感」を意識し、全体として、相談しやすい雰囲気、支え合う
雰囲気を作っていく。



６ 報告・聞き取りのコツ

事実を極力具体的に説明・把握する。

【練習】
ホームヘルパーの報告書にこのような記載があった場合、どう判断するか？
ハラスメントと判断できるでしょうか？

① 私が、利用者の入浴時にひげを剃ろうとしたら、利用者が私につばを吐きかけてきました。

② 利用者が、「いつもあんたには世話になっているね」と言って、私の肩に手を置いてきました。



【考察】

①について

つばを吐きかけてきている行為からすると、一見して、明らかにハラスメントなようにも思
える。
しかしながら、これだけでは不十分。



【考察】

①について

つばを吐きかけてきている行為からすると、一見して、明らかにハラスメントなようにも思
える。
しかしながら、これだけでは不十分。

例えば、

・ 入浴することについて、利用者本人は納得していただろうか。
・ ひげを剃ることについて、利用者本人は納得していただろうか。
・ 利用者が自分でひげを剃ることはできないような身体状況か。
・ つばを吐く以外の意思疎通を期待できるケースであったか。

といった疑問点がある。

例えば、両手に麻痺があり、なおかつ失語症があって意思疎通が困難な場合、つばを
吐きかけることしか意思疎通をとれなかった可能性もある。



②について

正当な理由なく、肩や手、髪に触る行為は、一般的にセクハラに該当する可能
性があるところである。



②について

正当な理由なく、肩や手、髪に触る行為は、一般的にセクハラに該当する可能
性があるところである。

しかしながら、ハラスメントに該当するか否かの判断にあたっては、もっと詳細な
情報が必要。
例えば、

・ 利用者が体に触れてくることはそれ以前にもあったのか。
・ 職員が不快に思ったか。不快に思ったとすれば、なぜそのように感じたか。
・ どのような話の流れで、「いつもありがとう」と利用者が言ったのか。
・ 肩に手を置いたというが、具体的にどのような形・時間、手を置いたのか。

※ 要は、正確な情報がないことには、正確な判断はできない。



第４ 総括

常日頃より何が正しいか、どうあるべきか、何が望ましいかを考えておくことが重要。職員の独りよ

がりの判断とならないよう、組織として、考えていくことが必要。自分の会社だけが独りよがりとなるこ
ともあり得るので、絶えず情報収集に努める。弁護士等、第三者の客観的意見を聞くことができる体
制を作っておくことも有意義。

従業員一人に抱え込ませない状況を作ることも必要。これまでは、組織が従業員一人に抱え込ま
せることが多かったが、多様化に伴い、あえてコミュニケーションをとらないタイプの人も増えてきて
いるので、従業員がわざと抱え込むことも防ぐことが必要。日頃の業務を目に見える形で具体的に
残していく。

これをやっていけば、自らがハラスメントを受けた場合であっても、また自分にハラスメントを受け
たと誰かに言われた場合であっても、必ず救済を受けることが可能。


