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ハラスメントの種は必ずある
価値観や背景が異なる⼈が⼀緒に存在し、何かを進め
ようとするとき

セクハラ パワハラ マタハラ

パタハラ モラハラ リモハラ

ジタハラ スメハラ キメハラ

アカハラ 就活ハラ カスハラ

ソジハラ レイハラ ハラハラ
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Case. 叱られ続けるY⽒

ｖ

Y氏は、中途入社2年目の社員です。
前職で面白い仕事をしていたので、この会社でも

即戦力を発揮してくれることを期待してシステム担当者

として採用されました。

しかし実際には、やれと言ったこともできない、

反省の言葉もない、関係者への心遣いもできない、

といった具合で、力の発揮以前の問題のある社員でした。



Case. 叱られ続けるY⽒

M社長は
「君を採用して失敗だったと思わせないでほしい」

と言いましたが、E氏は落ち込むだけで、行動の変化は
見られません。

関係者への連絡ミスが分かった時、社長はこらえきれずに

「仕事をなんだと思っているんだ！辞めちまえ！」

Y氏を叱りました。
もう仕事を任せられないので、ちょうどオフィスの引越し時期

だったこともあり、中途半端になっていたY氏の仕事を引き上げて
他の社員に回し、Y氏には運搬作業、書類の整理、清掃などを
やらせることにしました。

引越しが落ち着くと、社の周辺の清掃とビラ配りをさせました。



Case. 叱られ続けるY⽒

力を発揮する以前に、仕事への基本的な態度に

難のあるY氏に対して、M社長も堪忍袋の尾が
切れたようです。

しかしこの対応にはいくつか問題があります。

どこだと思いますか？



職場の⼈たちの⼼の声

この会社は社長の思うやり方でやらないと認められないし、

様々なことが（表立ってではなく）コソコソと進むので、どう対処

するのが正しいのかわからない

その上、ダメ出しばかりされて、みんなの前で叱責された

みんなに仕事ができない人だと思われて恥ずかしいし屈辱を

感じる、そもそもみんなの前で叱責する必要はあるのか

そしてオフィスの引越し作業をさせられ、本来の仕事は取り上げ

られた しかもそれが終わると清掃とビラ配り

いつまでやるのかと聞いても答えはない

ここまであからさまに制裁されて、一社員と認めないような扱い

をされると非常に強い心理的苦痛を感じる



⼤企業では2020年6⽉〜、すべての企業で2022年4⽉〜 防⽌対策義務化

厚⽣労働省痛く事業「あかるい職場応援団」サイト
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp

「ハラスメント」をめぐる動向



職場で起こりうる代表的なハラスメント
（津野、2019）
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（嫌がらせ）

精神的・
⾝体的攻撃
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パワー・ハラスメント

セクシュアル・
ハラスメント

ジェンダー・ハラスメント
（性差別）

マタニティ・ハラスメント
（パタニティ・ハラスメント）
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「ハラスメント」をめぐる動向

2007年 セクシュアルハラスメント
（改正男⼥雇⽤機会均等法、1999年から努⼒義務）

2017年 マタ⼆ティハラスメント、パタニティハラスメント
（改正男⼥雇⽤機会均等法および改正育児・介護休業法）

2019年 パワーハラスメント（労働施策総合推進法）
正式名称「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」

＜事業主による防止措置の義務化＞



セクシュアルハラスメントの内容

過去3年間にセクハラを受けた者を
対象としたハラスメント実態調査

（厚⽣労働省, 2021）



パワーハラスメントの内容

過去3年間にパワハラを受けた者を
対象としたハラスメント実態調査

（厚⽣労働省, 2021）



い

業務指⽰とハラスメントの境界



ハラスメントの循環モデル（⼩林, 2020）

多くのハラスメントは意識しないうちに起こる

コチコチの
価値観

⼀⽅的な
役割期待

ストレス
反応

⽭盾への
攻撃

⽭盾の
解消

不⾜

固定観念
無意識のバイアス

「相⼿は当然
〇〇すべき、
〇〇であるべき」

不安→怒りへ
過去に学習した
⽅法で対処

フィードバックと新たな学習
がなければ、価値観と⾏動

は強化される



経験と判断の速さ



無意識のバイアス（偏⾒）



無意識のバイアスと⼼理的対⽴



Q.左の⾚棒と同じ⻑さのものは、右の3本の
棒のうちのどれでしょう︖



同調は、時に事実を隠してしまう
Ø ⼈数が多いほど同調は起きやすい
Ø 全員が同じことを⾔ったりやったりしていると、同調が起き
やすい

Ø ただし、⼀⼈でも例外があると起こりにくくなる
Ø 似た者同⼠の集団で起きやすい
Ø 地位の下にある⼈は、上の⼈に同調しやすい
Ø 「みんな⼀緒に」という⽂化では同調が起きやすい

あの⼈きつそうだな・・ ⼤丈夫かな・・
と思った時の声掛けは、とても効果的︕



パワハラ防⽌のために事業主が講ずべき措置義務
（労働施策総合推進法）

事業主の⽅針等
の明確化及びそ
の周知・啓発

相談に応じ、適切
に対応するために必
要な体制の整備

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

そのほか併せて講
ずべき措置

① 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
② 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

③ 相談窓⼝をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④ 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

➄ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥ 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

⑦ 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

⑧ 再発防⽌に向けた措置を講ずること

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
労働者に周知すること
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、
労働者に周知・啓発すること



企業の防⽌対策︓
動画の紹介（7分）



ウェルビーイング・リーダーシップ
トレーニングプログラム
（オンライン教育プログラム）

コース紹介

1回10分、計15回 課題とメモ欄つき

３回登録 10回 2回

トレーニングエントリー 振り返り

・紹介
・タイプ診断
・目標設定

①モチベーションマネジメント
②部下の話の聴き方

③組織の関係性
④働きやすい環境づくり
⑤コミュニケーションエラーの要因

・確認チェック
・まとめ

⑥ハラスメントの予防と対処
⑦社長自身のセルフケア

⑧法的リスクマネジメント
⑨不調の早期発見と対応
⑩治療中の社員への対応



導⼊部（全3回）

(第2回 プログラムの構成／経営者の自己理解） (第3回 会社と社員の理想像／プログラムの目標設定）

(第1回 部下を信じていますか？）

第1回 事例と解説、トレーニングの趣旨・進め⽅
第2回 プログラムの構成、big5より強みの分析
第3回 会社と社員の理想像の内省と⽬標設定



４つのスキルセットと内容



トレーニング内の構成

＜内容と所要時間＞
・事例と解説（8分程度）
・現状の確認（3分程度）
・課題の説明（2分程度）
・⾃社への置き換えとメモ

(第4回 モチベーションマネジメントを見直そう！）



専⾨家による監修
⼩島健⼀先⽣（第9回「「社⻑、それハラスメントです︕」〜ハラスメント問題の本質」、第11回「わかる︕防げる︕
社員とのトラブル〜ハラスメント、労働災害」）

吉川徹先⽣・吉川悦⼦先⽣（第7回「ストレス職場になっていませんか〜働きやすさのポイント〜」）

森⼝次郎先⽣・今井鉄平先⽣（第13回「社員が診断書を持ってきたら」）

(第11回 わかる！防げる！社員とのトラブル〜ハラスメント、労働災害、労働時間管理〜）



(第13回 社員が診断書を持ってきたら治療
中の社員への対応）

リソースの紹介

(第10回 社長自身のセルフケア）

産業保健総合支援センター、地域産業保健センター、こころの耳の特徴とアクセスの
仕方を適宜プログラムの中で紹介



課題の設定

(第5回 社員とのコミュニケーションと話の聴き方）

(第7回 ストレス職場になっていませんか〜働きやすさのポイン
ト〜）

(第1回 部下を信じていますか）

第1回〜第13回で課題を提示

(第8回 無意識のバイアスにとらわれていませんか？）



ポートフォリオ
（学びの記録）

トレーニング中のメモ、課題への回答を
⼀覧にしたものを最終回（第15回）
でPDF出⼒
到達⽬標、⾃⾝の強みと理想、各スキ
ルセットから整理

＜スキルセット＞
①社員のやる気を⾼める
②社員が業務に集中できる環境を作る
③リーダーとしての魅⼒を⾼める
④緊急時に備える

学習のポートフォリオ

このプログラムでの到達⽬標（⼈材マネジメントで、強化したい点や理解を深めたいこと）

年 ⽉ ⽇

トレーニングを⼤変お疲れさまでした。このプログラムで検討した課題や、あなたの気づきを
ポートフォリオ（学習成果）としてまとめました。

※No.4のメモを表示※No.5のメモを表示

①社員のやる気を高める
②社員が業務に集中でき

る環境をつくる
③リーダーとしての魅力を

高める
④緊急時に備えるスキルセット

※No.６のメモを表示

※No.７のメモを表示

※No.８のメモを表示

※No.９のメモを表示

※No.１０のメモを表示

※※No.11チェックリストにチェッ
クの入った項目一覧を表示

※※No.11のメモを表示

※※No.1２のメモを表示

※※No.1３のメモを表示

社員の話をよく聴くために 社員のやる気や成長を
あとおしするために

組織の関係性を高めるために
次にすること

働きやすい職場のために
次にすること

無意識のバイアスに気づくために

ハラスメントの起こりにくい風土づく
りのために

実践していくセルフケア法

自社の法的リスク対応

部下の不調の初期対応で
気をつけること

不調者対応への備えで補強する点

お疲れさま
でした！

理想の会社と社員像

⾃分の強みと
気をつけるところ



現在効果検証中、
⼀般公開は来年春です︕

ご清聴をありがとうございました


