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ハラスメント研修のヒント
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ハラスメント研修進行のポイント 社会保険労務士法人ゼネラル・ブレインズ

社長または役員からハラスメントはあってはならないう方針と研修の目的

社労士の講習

１．パワーハラスメントの定義・具体例・防止について

２．動機づけるマネジメントを考える

３．セクハラ・マタハラ・レイシャルハラスメントについて

人事担当者から自社においての実務的な説明

（ハラスメント防止規程・相談窓口・発生時の対応・部下への指導・懲戒・・・）

研修対象者の確認：役員・幹部・管理職（どこまで）・一般職



社会保険労務士法人ゼネラル・ブレインズ

代表 伊藤孝仁

職場でのハラスメントの防止に向けて

１．パワーハラスメントの定義・具体例・防止
２．動機づけるマネジメントを考える
３．セクハラ・マタハラ・レイシャルハラスメント

ハラスメント研修・マネジメント研修
＊対象者 管理職
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①ハラスメントの定義と具体例

・何がハラスメントになるのか

②ハラスメントの問題とリスク

・なぜハラスメントをしてはいけないのか

③ハラスメントのない職場環境の構築

・動機づけるマネジメント

・部下にもハラスメントをさせない

研修の目的
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ハラスメントの種類
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セクシュアルハラスメント マタニティーハラスメント

従業員の意に反する性的な言動
等により、従業員の就業環境を
害すること。

性的な言動とは
・性的な冗談、質問
・わいせつ図画の掲示
・性的な噂の流布
・食事、デートへの執拗な誘い
・身体への不必要な接触
・交際、性的な関係の強要 等

従業員が妊娠等した場合、あるい
は育児休業や介護休業等を利用
（又は利用しようと）した場合に、
その従業員の就業環境を害するこ
と。

上司や同僚による以下の言動が該
当します。
・制度利用を阻害する言動
・それを理由に解雇や不利益な取

扱いを示唆する言動
・それを理由に行う嫌がらせ 等

例えば
・出張中の車内で上司に胸や腰

を触られた
・上司の性的言動に抗議したら

配置転換を
すると脅された

・同僚に取引先で自分の性的な
噂を流された

・抗議しているのに、同僚が業
務パソコンでアダルトサイト
を閲覧している

例えば
・産休を取りたいと言ったら上司

に「休むなら辞めてもらうよ」
と言われた

・育休を取りたいと相談したら上
司に申出をしないよう言われた

・介護短時間勤務制度の利用につ
いて、同僚から毎日嫌味を言わ
れる

職場内での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、従業員の就業環境を害
すること。

代表的な言動の類型は
・身体的攻撃 ・精神的攻撃
・人間関係からの切り離し
・過大な要求 ・過小な要求
・個の侵害 等

例えば
・みんなの前で大声で叱責された
・同僚が集団で無視をしてくる
・終業間際に過大な仕事を押し付

けられる
・交際相手の有無を聞かれ、過度

に結婚を推奨された

パワーハラスメント



パワーハラスメントが起こる背景
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パワハラは指揮命令系統のある組織では起こりうる
⇒ほぼすべての組織で起こる可能性がある

パワハラは重大な人権侵害
⇒心身の不調からうつ病を発症し、自殺につながるケース
もある

⇒部下に問題行動があっても一線を越えたらハラスメント
を行った側に全面的に非があるとされる

パワハラをしてやろうという悪意をもっている上司はいない
⇒指導は上司の重要な役割であるが、成果が求められる厳し
い環境の中で、部下が自分が望む行動をとってくれないと
き、なんとかしなくてはという思いで指導がいつしか行き
過ぎてしまう

⇒上司の指示に従わない部下の言動がパワハラを誘発するこ
とも

⇒自分がパワハラをしている認識がない



タイプ別パワハラリスク

①仕事はこうあるべきだ

理想と現実の間にギャップが生まれストレスとなり怒りの感情がでやすくなる

②自分には実績がある

自分の成功体験が唯一の正解と部下に押し付ける。できないのは気合が足らな
と叱責が多くなる。

③なぜできないの？と言いがち

なぜできないんだと言われても、答えることができず、部下を追い詰め萎縮さ
せる。部下の反応の悪さに更にヒートアップして繰り返してしまう。

④正当な理由があれば多少のパワハラは仕方ない
「行き過ぎたかもしれない。でも部下が全然指示に従わないから」
「部下にたくさん問題があって、それを甘やかせていいのか」
「厳しい数字が課せられていて、なんとかしなきゃいけない」
「部下が職務に専念しない、秩序を乱す、礼儀がなっていない」

納得できない気持ちがパワハラの正当化へつながってしまう。 6



ハラスメントの影響

（平成28年度 厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」より）
（企業調査 回答：4,587社）
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ハラスメントのリスク ⇒ 事業の損失大

●メンタル不調者の増加・休職者の増加・退職者の増加

●集中力・意欲低下によるミスの発生や生産性の低下

●訴訟対応費・損害賠償費・イメージダウン

ハラスメント「職場での優位な立場によって人を傷つける

こと」はもはや許されない

従業員の犠牲の上に利益を得る企業は淘汰される傾向

多様な人たちが活き活きと働ける社会の実現

社会に求められているもの
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多様な人たちが活き活きと働ける社会の実現

安心して働ける職場環境 ⇒ 意欲向上

部下を仕事の大切なパートナーとしてマネジメン

ト・指導をし、育成・意欲向上を図り、部署の目的

を達成する・社会貢献を行う

＊欧米にパワーハラスメントが少ない理由とは・・

＊上司の考え方と組織の方針・仕組みが必要

社会に求められているもの
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労働相談の現状

（厚生労働省「令和元年度個別労働紛争解決制度施行状況」より）

都道府県労働局に寄せられた企業と労働者の紛争に関する相談の状況
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ハラスメントの現状
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ハラスメントの現状
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３人に1人がパワーハラスメントを受けた経験がある



ハラスメントの相談相手
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職場の相談しあう機能が
低下している
⇒パワハラが起こる要因

今後の機能が求められる



被害者

①意欲の低下

②心身に不調・精神疾患

③労務不能・家庭・収入・失職

加害者（行為者）

①刑事責任 強制わいせつ・名誉棄損・暴行・傷害

②民事責任 損害賠償（不法行為）

③懲戒処分

会社・組織

①社会的信用の失墜（イメージダウン）・ネットへの書き込み・拡散

②損害賠償 債務不履行・使用者責任

③意欲低下・人材流出・採用に影響・生産性の低下

④行政指導・罰則・企業公表

被害届
告 訴
提 訴

ハラスメント問題と問われる責任
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例）もし、あなたがハラスメントの行為者になってしまったら・・・

損害賠償の請求、罰金、
社会的信用の失墜等・・・
個人としても、組織としても、
多大な影響が生じる可能性が
あります。

行為者

強制
わいせつ

懲戒処分

信用の低下

家庭への
影響

傷害、暴行

損害賠償

会社

使用者責任

社会的信用の
失墜

従業員のモチ
ベーション低下

債務不履行責任

適切な措置を
怠ったことに対
しての損害賠償

ハラスメント行為者等の責任
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パワーハラスメントとは

「職場」におけるパワーハラスメントとは、以下の３つを
満たすものです。

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 精神的・身体的苦痛を与える又は就業環境が害される

職場のパワーハラスメントに関する法規制

労働施策総合推進法の改正により法律による規制の対象へ

改正法：令和４年４月１日全面施行
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パワーハラスメントとは

要素 内容 例

①「優越的な関係を背景
とした言動」

当該事業主の業務を遂行するに当たっ
て、当該言動を受ける労働者が当該言
動の行為者とされる者（以下「行為
者」という。）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
を背景として行われるものを指す

・ 職務上の地位が上位の者による言動

・ 同僚又は部下による言動で、当該言動を
行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有
しており、当該者の協力を得なければ業務
の円滑な遂行を行うことが困難であるもの

・ 同僚又は部下からの集団による行為で、
これに抵抗又は拒絶することが困難であるも
の

②「業務上必要かつ相当
な範囲を超えた」

社会通念に照らし、当該言動が明らか
に当該事業主の業務上必要性がない、
又はその態様が相当でないものを指す。

・ 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

③「労働者の就業環境が
害される」

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指す。

※この判断に当たっては、「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

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１月15日厚生労働省告示第５号）より ※次頁も同様
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パワーハラスメントとは

以下の3つが重なるとパワーハラスメントとなる

１．優位性＝パワー

①職務権限（上司と部下）
②経験や専門性（教える側と教わる側）
③集団でのパワー（部下が集団で上司を無視）
問題の複雑化（部下⇒上司・同僚同士）
組織として対応する重要性

２．業務の適正な範囲を超える

➢行き過ぎた行為（人格否定・長時間・繰り返し）
＊医療現場・消防・警察・一刻を争う現場、危険からの
回避など一概に言えない部分もある

３．個人や組織へのダメージ 18



パワーハラスメントとは

適正な指導

行き過ぎた指導
度を越した指導

人格否定
いじめ

いやがらせ

業務に関係がない
業務上必要がない

ハラスメントなく、いかに部下を仕事のパート
ナーとしてマネジメント・指導をし、育成・意欲
向上を図り、部署の目的を達成するか
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パワハラの最初の裁判
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パワハラの最初の判決 2007年7月 東京地裁

営業担当者の自殺と上司の暴言の因果関係を認めた

「存在が目障りだ、いるだけでみんな迷惑している」
「お願いだから消えてくれ」
「車のガソリン代がもったいない」
「どこに飛ばされようと俺はお前は仕事をしないやつだといいふら
したる。」

「お前は会社を食い物にしている、給料どろぼう」
「肩にフケがベターとついている、お前病気と違うか」

⇒

業績を上げるため、部下のやる気を出させるため、叱責や怒号も許
容していた発想が許されなくなった



パワハラの悪循環
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精神疾患の労災認定の件数

パワハラ＞過重労働

パワハラから健康を害する可能性が高いことがデータより明らか

残業はさせられないが、業務量は減らず、新たなパワハラを生む土壌
も組織として検討する必要がある

暴言・恫喝⇒自尊心が傷つき⇒自信と意欲の低下⇒脳が委縮⇒パ
フォーマンスの低下⇒メンタル不調・強い不安・悩み⇒職場環境の悪
化⇒社員のモチベーションの低下⇒生産性の低下⇒人材の流出（離
職）⇒パワハラが生まれやすい負の連鎖



パワハラかどうか

ケース１

会議に遅刻して、遅刻したことを上司から厳しく叱られ、精神
的にまいってしまった。

①上司＝優越性（パワー）
②心身へのダメージがある
③行動に焦点が当たっているので適正な指導

ケース２

会議に遅刻して、会議に遅刻する奴はダメ人間だ！と言われ、
精神的にまいってしまった。

①上司＝優越性（パワー）
②心身へのダメージがある
③人格の否定であり適正な指導ではない
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類型 該当する例 該当しない例

身体的
攻撃

暴行・傷害
①殴打、足蹴りを行うこと。
②相手に物を投げつけること

誤ってぶつかること。

精神的な
攻撃

脅迫・名誉毀損・侮
辱・ひどい暴言

①人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指
向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む。
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こと。
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
り返し行うこと。
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すること。

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をすること。
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
度強く注意をすること。

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
ること。
②一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で
孤立させること。

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こと。
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 を受けさせること。

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 こと。
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こと。
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
的に行わせること。

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こと。
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
の処理を任せること。

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こと。
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
与えないこと。

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こと。

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
撮影をしたりすること。
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
働者に暴露すること。

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こと。
② 労働者の了解を得て、当該労働者の性的指
向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情
報について、必要な範囲で人事労務部門の担当
者に伝達し、配慮を促すこと。

パワーハラスメントの行為類型
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パワーハラスメントの現状
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パワーハラスメントの具体例
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１．暴言 （もはや指導ではなく人格の否定・いじめ）

① 「バカヤロー」「ぼけ！」「あほ」「まぬけ」「バカ」「死ね」「消えろ」

などの不適切な言葉遣い

② 「だからおまえは何をやってもダメなんだ」「どこへ行っても上手くいかないさ」

③ 「なんでできないのかなあ、どっかおかしいんじゃないか？」

④ 「こんな間違えを毎回しやがって！いいかげんいしろ！」

⑤ 「存在が目障りだ。おまえがいるだけで皆が迷惑している」

⑥ 「君はネクラだ。もっと明るい顔をしろ。」

⑦ 「君がプレゼンや営業ができないのは暗い性格のせいだ」

⑧ 「明日から会社に来ないでくれ」「よく会社に来れるよな」

⑨ 「お前の変わりはいくらでもいるぞ」 「やめてもいいだよ」

⑩ 「プロジェクトから外すぞ」

⑪ 「おまえは給料泥棒だ」

⑫ 「死んでしまえ」



パワーハラスメントの具体例
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２．執拗な避難

① 「なぜそんなミスをするんだ」長時間の繰り返し

② 「お前は小学生か」「仕事のやり方が本当に下手だな」

３．威圧的な行為・強い叱責

① 問題がある企画書について、書類を投げつけて修正を命じる

② 部下を叱責しながら、近くにあった物差しで頭を叩く

③ 椅子を蹴とばす・机をたたく

④ 自分の意向と違う時は意に沿った発言をするまで怒鳴り続ける

⑤ 「おまえの日ごろの健康管理が悪いからだ。そんなことで休むな」

４．過大な要求

① 時間内に終わらせるのが客観的に不可能な仕事を押し付ける

その部下が「私にはもう無理だ」と訴えると、「おまえに能力がないからだ。

期限内に一人で処理しろ」と激しく責める



パワーハラスメントの具体例
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５．仕事を与えない

①能力に見合わない程度の低い業務を継続的に命じる

②ある部下について仕事ができない人間だと決めつけ、何の説明もなく役職に見合った

業務を全く与えず、班内の回覧物も回さない。

③部下が業務改善に関する提案を自主的に作成して提出したところ、「要らないことをす

るな」と突き帰す

６．仕事以外の事柄の強要

①毎日のように昼休みに弁当を買いにいかせたり、週末には家の掃除をさせたりする。皆

嫌がっているのだが、断ると、怒鳴ったり、仕事上のペナルティをちらつかせる



パワハラがおこりやすい環境
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指導とパワーハラスメント

指 導 パワーハラスメント

目的
・相手の成長を促す
＊部下の成長を考えるのが上司の役割

・相手を馬鹿にする、排除する
・自分の目的の達成
・自分の思いどおりにしたい

業務上の必要性
・業務上必要性がある
・または健全な職場環境を維持す

るために必要なこと

・業務上の必要性がない （人格を否定す
る）

・業務上の必要性があっても不適切な内
容や量

態度 ・肯定的、受容的、見守る、 自然体 ・威圧的、攻撃的、否定的、批判的

タイミング
・タイムリーにその場で
・相手の状況や立場を考えずに ・受

け入れ準備ができているときに
・過去のことを繰り返す

誰の利益か ・組織にも相手にも利益が得られる
・組織や自分の利益優先（自分の気
持ちや都合が中心）

自分の感情 ・好意、穏やか、きりっとした
・いらいら、怒り、嘲笑、冷徹、不
安、嫌悪

結果
・部下が責任を持って発言、行動する
・職場に活気がある

・部下が萎縮する
・職場がぎすぎすする
・退職者が多くなる

業務上必要な指示や注意・指導等が必要な場合、仮に厳しい指導等となっても
「業務上の適正な範囲」と認められる限りパワーハラスメントには当たりません。
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適切な指導の方法

１．部下を育成・成長させることが上司の役割・使命であることを自覚する。

２．業務上の上長という立場であり、人間としての上下ではないことを確認する

３．暴言は絶対に吐かない・暴力は絶対に振るわない・威圧的にならない・
感情的にならない・侮辱する言動はしない・部下をバカにしない

４．何が問題であるか、期待する内容や行動を具体的に指導する

５．行為を否定し、人格を否定しない

６．人前で叱らない

７．この部下は大丈夫と油断しない

８．必要以上に繰り返して注意しない・長時間にわたらない・大声を出さない

９．能力や職務に応じた仕事を適切に与える・明らかに実現不可能な業務命令はしない

１０．部下に私事を命じない

１１．いじめ・いやがらせ・スケープゴートを目的をしない

30
➢ 動機づけるマネジメントの必要性



動機づけるマネジメント

「命令」から「動機づけ」へ

成長したい、貢献したい、頑張ろうと思い自発的に動くように

上司のパワーを建設的に使えば、職場に秩序が生まれ、部下を動機づけることがで
きる。パワーマネジメントは適切な手段・上司のパワーを人を活かすために使う

マネジメントの変化

「集団管理」から「個別管理」へ ＝ 「命令」から「動機づけ」へ

・命令に従えば、定年まで昇進昇格により雇用を保障し報酬を与え続けてくれ
る時代は終わり、命令に従うだけでは期待できない・求めてもいない

・人手不足、転職の不利益がない時代
・多様性（ダイバーシティ）が重要視される中、集団管理は機能しない
・個を大切にする従業員（特に若年層）に命令に従えといっても無理がある
・部下のキャリアや将来も見据えた指導や育成が必要
・部下の育成においては、自主的に物事を考えられるよう、見守りやサポート
をする姿勢がとても重要
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マネジメントの目的
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 従業員を、成果を最大化できるような人材に育成する

 組織を発展させるために、既存人材の能力を発揮するの
に相応しい活躍の場を与える。

 組織が果たすべき目標を明確に把握し、達成するための
組織運営を実施する

●管理職が部下を育成できるように組織として仕組みが必要
となる。

●管理職の多くが背中で学んできた世代なので、部下を指導
するマニュアルが必要。



リーダーの役割
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 リーダーシップは生まれ持った資質ではなく「仕事」であり、目標・基
準・優先順位などを定めるとともに維持・行動するのがリーダーである

 リーダーとしてスタッフの行動を支援しながら、責任を持つことが必要で
ある

 リーダーとしての仕事をしてメンバーに対する責任を持つことで、最終的
に信頼が得られスタッフが従うようになる

 多くの人が、話上手だから人との関係は得意だと思っている。対人関係の
ポイントが聞く力にあることを知らない。

 組織のリーダーに何が必要か。真摯さである。重要なことは、わが子をそ
の人の下で働かせたいを思うかである。

 部下の弱みに目を向けることは、間違っているばかりか無責任である。
上司たるものは、組織に対して、部下一人ひとりの強みを可能なかぎり活
かす責任がある。そしてそれ以上に、部下に対して、彼らの強みを最大限
に活かす責任がある。

ピーター・ドラッガー



動機づけるマネジメント

企業が実践している８つのヒント

採用マネジメント

34

能
力

性格



動機づけるマネジメント

企業が実践している８つのヒント

１．マネジメントは、ある程度良好な関係性が前提となる

コミュニケーションを充分にとることはハードルが高い・・

「単純接触の法則」の利用 社会心理学者ロバート・ザイアンス

➢人間関係は、接触頻度が多いほどよくなり、少なければ悪化する

良好な関係性は時間の長さとは関係ない⇒コンタクトの回数を多くとる

➢ 挨拶や声掛けの回数を増やす

「何か困ったことはない」「仕事にはもう慣れましたか？」
☞上司から声をかける
☞新入社員を孤独にさせない・我々の仲間になってくれてありがとう
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動機づけるマネジメント

２．肯定的なメッセージを送る・ラベリング効果の応用

ラベリング効果

人は他人からの言葉に影響されてそのような無意識に行動をとってしまう

「最近頑張っているね」「この資料よくまとまってるね」「例の件順調だね」
⇒無意識に良い方向の行動をとる

●叱るとは理性を伴った教育的な行為、感情的になってはいけない
●自分のことを否定ばかりする人に好意は抱かない

➢必要なところで叱る一方で、部下の良い行動にも焦点をあて声をかける
「小さな良い行動を見逃さず声をかける（思いつきやでたらめはダメ）

▶悪い行動を減らそうと働きかかけるよりも、良い行動を増やす働きかけをす
るほうが良い行動が増える ⇒ 上司が望む行動をしてくれるようになる
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動機づけるマネジメント

３．受容と共感

☞受容して共感するとするとそのあと指導がしやすい

受容：良いとか悪いとか決めずにありのままをいったん受け止める

・とりあえず言っていることを批判や否定しないで素直に聞く

共感：相手の立場や状況を把握し相手の気持ちを理解する

・その人がそのように感じたことを理解する
・そのまま返す「最近つらいことが多くて」⇒「つらいんだね。」（言語）

共感と同感・同意とは別物、相手の気持ちをわかるだけでいい。
受容と共感を経ると上司の指導を聞いてくれるようになる

37



動機づけるマネジメント

４．問いかける

部下を追い込みパワーで動かす「命令追及型」
↓

部下の主体性・パワーを引き出す「問いかけ型」

・人は攻められると自己防衛する、ゆとりを与えられると内省する
・判断を求めるのは部下を成長させるチャンス

「なぜ失敗したんだ？」⇒「どうやったら上手くいくと思う？」

内省を支援し、気づきを促し、自発的な行動につながりやすくする
時間がかかるため粘り強さが必要となる

「お客さんから無茶な要求が来てるんです。」
「無茶な要求が来ているんだな。」【受容】
「いま大変な思いをしているということだね」【共感】
「君はどうすればいいと思う？」【問いかけ】

✖「お客さんは無茶を言うもんだ！それを何とかするのがお前の仕事だろう」
38



動機づけるマネジメント

５．仕事の意味付け

「この仕事、意味がないなあ、つまらないなあ」と思い意欲がでない

☞部下の仕事に対する価値観に意味づけをする

・業務のつながりの中で欠かせない業務
・社会への貢献につながる業務
・成長へのステップとしての業務

☞仕事を依頼するときは目的などの意味づけをつける
「○○○○に使用したいので資料をまとめてください。」

６．小さな成功体験を積ませる

初歩的な業務から成功体験を積んでもらい、徐々に難易度を上げていく。
成功したらしっかりと誉めて「会社・上司から認められている」ことを確認し
えてもらう

ラベリング効果をテクニック的に使う方法：認める部分をあえて作る
39



動機づけるマネジメント

７．心理的安全性

Google社の４年の研究結果 労働改革「プロジェクトアリストテレス」
「チームを成功へ導くには心理的安全性が最も重要である。」

心理的安全性：誰もが安心して前向きな発言や行動ができる職場環境

メリット
・自分を受け入れてくれる安心感によりチャレンジすることができ、

能力を発揮することができる。
・対話が増えアイデアが多く集まる
・ミスの報告がしやすくなり迅速な対応ができる
・ストレスが減る・人材の定着率が上がる

環境の作り方
・互いに尊重する・相手を思いやる・受け入れる・相手に感謝する
・均等に発言できる機会を与える
・愚痴不満よりも建設的な言葉を意識する
・新人を全体でサポートする
・雑談によりコミュニケーションを活性化させ信頼関係を築く

40



動機づけるマネジメント

８．リーダーシップの在り方の変化

第4水準⇒第５水準「ビジョナリーカンパニー」
第４水準：カリスマ・オレについてこい
第５水準：みんなの成長のために自分はある

徹底した謙虚な姿勢・職業人としての意思の強さ
成功はみんなのおかげ・失敗は自分の責任

ついていきたいと思うリーダー
●あくまでも謙虚・虚勢ははらない
●立場の弱い人に目を向けられる
●部下を成長させるのが使命と考える
●部下の意見を聞きにこちらから行く（一声かける・コミュニケーションは聞くことから）
●人を動かす前にまず自分が動く
●誉める（ほめすぎて困ることはほぼない。期待している表れ）
●自分だったら上司にどう扱われればやる気になるか、を考える
●まず範を示し、教え、任せる（信じて任せる場を与える⇒自ら成長）
●ネガティブなワードはできるだけ吐かない
●人の悪口と自慢話と昔話をしない
●部下にわかりやすく話す（伝わる）
●プロセスを評価する（モチベーション）
●部下を信じて仕事を頼む（信頼されると意気に感じる）
●パワハラは絶対にしない
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パワーハラスメント防止のために（まとめ）

１．指導や注意に悪意がなくとも適正な範囲を超えると相手を深く傷つけて
しまう場合がある（パワハラには自覚がないことが多い事実）

２．相手の尊厳や人格を否定していないか・人格を尊重する

３．管理職は自らがしないことはもちろん部下にもさせないように職場を管
理する

４．上司と部下が互いに支えあい協力しあうためのコミュニケーションを形
成する努力をする

５．注意や指導は「事柄」を注意に行い「人格」攻撃に陥らないようにする

６．育成することが目的であることを念頭において指導する

７・命令から動機づけをするマネジメントを意識する

パワーハラスメントの防止については、基本的な心構えとして、次のことを認識
しましょう。
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「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的
な言動」に対する労働者の対応により、その労働者が労働
条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就
業環境が害されることです。

セクシャルハラスメントとは

※1 「職場」…通常就業している場所以外でも、出張先や参加が強制されてい

る宴会なども含みます。

（取引先・出張先・接待打ち合わせの飲食店・宴会場・顧客の自宅・
車中・懇親会・慰安旅行・運動会・・）

※2 「労働者」とは…正社員だけではなく、パートタイム労働者、契約社員、

派遣労働者、取引先従業員等を含みます。
（派遣労働者については、派遣元、派遣先ともにハラスメントの防止措置を講じる必要があります）
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ハラスメントの現状
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①雇用上の権限をもとに性的誘いをかける

・食事やデートにしつこく誘う

②身体への接近や接触をはかる

・抱きついたり、腰や胸をさわる

・通りすがりに髪、肩、手をさわる

・不必要に肩などにふれる

③性的な言動により極度に不快な環境をつくる

・繰り返し性的な電話、メールをする

・性的冗談をいう

・接待や宴会でお酌、デュエットを強要する

・女性が窮するような性的な質問

・個人的な性体験を話す、聞く・スリーサイズを聞く・結婚はまだか・子供はまだかと聞く

・性的な関係を強要する

④人格を傷つける風評をする

・性的にふしだらな中傷をする

・私生活上の秘密や個人的な性のうわさを流布する

⑤性別的発言や蔑視的発言をする

・○○○○ちゃん

・うちの女の子

セクシャルハラスメント 具体例

職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれます。また、被害を受け
る者の性別（性的指向や性自認）にかかわらず、「性的な言動」であれば、セクシュアルハラスメン
トに該当します。 45



１．性に関する言動に対する受け止め方には個人間で差があり、セクシュアル・ハラス
メントに当たるか否かについては、相手の判断が重要であること。

（１）親しさを表すつもりの言動であっても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさ
せてしまう場合があること。

（２）不快に感じるかどうかは個人差があること。
（３）この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと。
（４）相手との良好な人間関係ができているという勝手な思い込みをしないこと。

（５）好き嫌いでセクハラにされては困るという考えを改める。

（６）昔はこれくらい問題なかったという意識を捨てる。

２．相手が拒否し、または嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰
り返さないこと。

３．セクシュアルハラスメントであるかどうかについて、相手からいつも意思表示があ
るとは限らないこと。
（セクシュアルハラスメントを受けた者が、職場の人間関係等を考え、拒否するこ
とができないこともある。）

４．場所が社外でも、職場の人間関係がそのまま持続する歓迎会の酒席のような場で、
セクシュアルハラスメントは起こる可能性があること。

セクシュアルハラスメントの防止については、基本的な心構えとして、次のことを認識
しましょう。

セクシャルハラスメントをしないようにするために
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「職場」※１において行われる上司・同僚からの「妊娠・出
産したこと、育児休業等の利用に関する言動」により、妊
娠・出産した「女性労働者」※2や育児休業等を申出・取得
した「男女労働者」※2等の就業環境が害されること

妊娠・出産等に関するハラスメントとは

※1 「職場」…通常就業している場所以外でも、出張先や参加が強制されてい

る宴会なども含みます。

（取引先・出張先・接待打ち合わせの飲食店・宴会場・顧客の
自宅・車中・懇親会・慰安旅行・運動会・・）

※2 「労働者」とは…正社員だけではなく、パートタイム労働者、契約社員、

派遣労働者、取引先従業員等を含みます。
（派遣労働者については、派遣元、派遣先ともにハラスメントの防止措置を講じる必要があります）
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マタニティーハラスメントの現状
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妊娠・出産等に関するハラスメント 具体例

制度利用の阻害やいかがらせの具体例

① 同僚：「こんな忙しい時期に妊娠するなんて信じられない」

② 上司・同僚：「ほんとに育児休業取るつもりなの？」

③ 上司：「育児休業を取ると戻ってこれないかもしれないよ」

④ 上司・同僚：「君が育児休業で休んだら誰がその仕事をするんだよ！？」

⑤ 上司：「育児休業を取ってもいいけど将来はないよ」

⑥ 上司：「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかないね」

⑦ 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。

⑧ 上司：「妊婦はいつ休むかわからないから、仕事は任せられない」と雑用をさせる

⑨ 同僚：「男性のくせに育児休業取るなんて・・！」
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✓ 制度等の利用を希望する労働者に対する変更の依頼や相談は、強要しない場合に限り業務上の必
要性に基づく言動となり、ハラスメントに該当しません。

✓ 妊娠している女性労働者への配慮については、妊婦本人はこれまで通り勤務を続けたいという意
欲がある場合であっても、客観的に見て、妊婦の体調が悪い場合は業務上の必要性に基づく言動
となり、ハラスメントには該当しません。

「業務上必要な言動」はハラスメントに該当しません。

ただし、労働者の意を汲まない一方的な通告はハラスメントとなる可能性があります。

つわりがひどいなら
辞めればいいのに…。

迷惑だよ。

この日の会議には参加し
てほしいのだけれど、妊
婦健診の日程を調整でき
るかしら？

この日は忙しいから、
出てもらわなくちゃ
困るわ。
妊婦健診の日程を
変更して。

具合が悪そうだけど、
大丈夫？
お医者さんから休むよう
にとか言われてない？

妊娠・出産等に関するハラスメントに該当しない例
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資料出所：JILPT「妊娠等を理由とする不利益取扱い及びセクシュアルハラスメントに関する実態調査（従業員調査、ウェブ調査）」
（平成27年）

ハラスメント等の行為者

妊娠等を理由とする不利益取扱い又はハラスメント行為をした者（複数回答）

妊娠等を理由とする不利益取扱い行為をした者は

「直属上司(男性)」「直属よりも上位の上司(男性)」に続き、

「直属上司(女性)」や「同僚・部下(女性)」が挙げられています。



職場における妊娠・出産等に関するハラスメントを発生させない職場づくりに
一人ひとりが取り組みましょう。

➢ 妊娠・出産等についての知識や制度について理解しましょう。

➢ 妊娠した従業員や育児休業等の制度を利用する従業員は、周囲との円滑なコミュニ
ケーションを心掛け、自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を
持ちましょう。

➢ 妊娠中・育児中の制度を利用しながら働いている従業員に対しては、業務の状況とと
もに、周囲とのコミュニケーションに関しても目配りするようにしましょう。

➢ 特定の人に向けた言動でなくても、妊娠・出産や育児休業・介護休業制度の利用につ
いて否定的な発言をすることは、ハラスメントの発生の原因や背景になり得ますので、
注意しましょう。

➢ 「子どもが小さいうちは家にいた方がいいのではないか」など、自分の価値観を押し
付けないようにしましょう。

➢ 自分の行為がハラスメントになっていないか注意しましょう。

➢ 周囲のメンバーに隠れたハラスメント行為がないかについても注意しましょう。

妊娠・出産等に関するハラスメントを発生させないために
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レイシャル（人種）にまつわるハラスメント

外国人や人種による差別・嫌がらせが社会問題化している

レイシャルハラスメントとは
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●人種・民族・国籍を理由に、暴言、侮辱、差別、嫌がらせを行うこと

●合理的な理由なく、日本人と外国人を分けて業務を進める・評価をする

日本でも職場で働く人たちの多様化が広がるにつれ、人種や国籍による差別的

発言が増えている

技能実習における問題・ILOの指摘（強制労働）



レイシャルハラスメントの具体例
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①相手の文化や国を傷つける発言・差別用語

②日本語わかるの？ ちゃんとやりとりできるの？

③変な名前だなあ

④外国人だと取引先に信頼されないね

⑤やっぱり外国人だからな・・

⑥外国人だから考え方が違うよね

⑦日本人と同じ行動を無理にとらせる

⑧日本語が通じないから体で指導する

⑨バカ・アホ・死ね・国へ帰れ

⑩職場で○○語をしゃべるな

⑪身の回りの世話をさせる

⑫長時間労働をさせる

職場の多様性が高まる今、同じ仕事仲間として職場で異なる人種や国籍を持
つメンバーと働いているという意識をしっかりと持つこと



部下にハラスメントをさせないために
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●職場環境の乱れを回避

●部下が加害者になってしうことから守る意味でもある

従業員同士の関係の悪化・懲戒・被害者と加害者のメンタル不調・離職

①ハラスメントは行っていけないことをミーティングなどで説明する

・ハラスメントの内容・リスク・職場環境

②パワーハラスメント

「教える側＞教わる側」でハラスメントが起こることを理解させる

セクシュアルハラスメント

発言が性的ないやがらせになっていないか注意してもらう

マタニティーハラスメント

出産や育児休業を阻害する言動は行わないようにしてもらう

③部下にハラスメントの発言があったらていねいに指導する

④相談があったらのってあげる

⑤組織全体で考えることも必要


