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１ー１．パワーハラスメント法制の成立

令和元年５月２９日成立

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 参議院で可決成立

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

新８章を設けてパワハラ措置義務について新たに規定

「働き方改革実現会議」の設置～労働生産性の向上を目指す

もう一つの背景

将来、就業人口が大幅に減る見込み＝人材はなお一層貴重に

ハラスメント問題で、貴重な人材を流出させてしまうことでは問題

平成２９年３月「働き方改革実行計画」

「労働者が健康に働くための職場環境の整備に必要なことは、労働時間管理の厳格化だけではない。上

司や同僚との良好な人間関係づくりを併せて推進する」 3

背景

参考



• 職種・業態を問わずハラスメント発生のリスク

（１）日常に潜む労務問題

• 職場の士気の低下・人材流出

• 損害賠償リスク・風評リスク

（２）企業に与えるダメージの大きさ

• 内部で早期解決を可能にする制度づくり

（３）日常からの対応策をもつ
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１ー２．ハラスメント全般リスク



１ー３．パワーハラスメントの対象・概念整理
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パワーハラスメントの定義

労働施策推進法３０条の２のパワハラ定義

職場において行われる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その雇用する労働者の就業環境
が害されること

【行為者】
自社の労働者
役員

【被害者】
自社の労働者

【措置義務の対象】



【パワーハラスメントの定義】

①～③をすべて満たす

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労働者の就業環境が害されるもの

【パワハラ指針】上記②について

言動の目的、言動が行われた経緯や状況（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、
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）等を総合考慮することが適当
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１ー３．パワーハラスメントの対象・概念整理

客観的に判断 様々な要素も考慮
に入れる

③について
平均的な労働者を基準

カスハラの場合・・・
カスタマーと会社との関係（店舗にくる顧客か、センターに問い
合わせをする顧客かなど）、カスタマーに対する対応方針等な
ど、各社における考え方も概念整理に影響がある。



【パワハラ指針の具体例】
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１ー３．パワーハラスメントの対象・概念整理

類型 該当する
と考えられる例

該当しない
と考えられる例

①身体的な攻撃
（暴行・傷害）

・殴打、足蹴りを行うこと
・相手に物を投げつけること

・誤ってぶつかること

②精神的な攻撃
（脅迫・名誉棄損・侮
辱・ひどい暴言）

・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
・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
・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
・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
労働者宛に送信すること

・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
・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
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１ー３．パワーハラスメントの対象・概念整理
類型 該当する

と考えられる例
該当しない
と考えられる例

③人間関係からの切り離
し
（隔離・仲間外し・無視）

・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
・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

・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
・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、一次的に別室で必要
な研修を受けさせること

④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）

・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
命じること
・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
・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

・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
・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



9

１ー３．パワーハラスメントの対象・概念整理
類型 該当する

と考えられる例
該当しない

と考えられる例

⑤過少な要求
（業務上合理性なく能力や
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）

・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
・気に入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

・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

⑥個の侵害（私的なことに
過度に立ち入ること）

・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
・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

・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
・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



１ー３．パワーハラスメントの対象・概念整理
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パワハラ指針～望ましい取組み

【行為者】
自社の労働者

役員

【被害者】
他社の労働者
個人事業主
インターン
求職者

【行為者】
他社の労働者
役員
顧客等

【被害者】
自社の労働者

カスタマー
ハラスメント



１ー４．パワーハラスメント法制の今後
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参考～セクハラの場合

男女雇用機会均等法１１条３項
事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協
力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

努力義務であるが、職場外のセクハラに対
して措置対応をすることを初めて条文化

カスタマーハラスメントについても先んじて
対応を検討していくことが望ましい



２ー１．カスタマーハラスメント対策マニュアルの作成
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作成の背景

①パワハラ指針において望ましい取組として示されたこと
②令和２年１０月の全国企業調査・労働者調査の結果、カスタマーハラ
スメントの相談の割合が高く（３位）、相談が増加傾向にある

主として実例はBtoC（ＢｔｏＢではなく）を想定
理由）企業としての対策をたてる必要性が高く、実例も多い

対策マニュアル

ただし、社員の職場環境を守る観点からはＢｔｏＢも当然対象に含まれる。



２ー１．カスタマーハラスメント対策マニュアルの作成
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パワハラ指針～望ましい取組

①相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
②被害者への配慮のための取組（被害者のメンタルヘルス不調への相談対
応、著しい迷惑行為を行った者に対する対応が必要な場合に一人で対応させ
ない等の取組）
③他の事業主が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
著しい迷惑行為による被害を防止するための取組（マニュアルの作成や研修
の実施等、業種・業態等の状況等に応じた取組）

カスタマーハラスメントの対策の必要性

カスタマーハラスメントを放置することのデメリット
・従業員の士気の低下
・会社の業務上の支障・効率低下
・他の顧客が感じる雰囲気の悪化

【自社内パワハラとの違い】
事前策がとりにくい

自社内の社員を守るという
観点からの取組み



２ー１．カスタマーハラスメント対策マニュアルの作成
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カスタマーハラスメントの対策のポイント

早期発見・早期対応が肝心

早期発見・早期対応のためには？

①従業員に対して相談・報告するべき事案（カスタマーハラスメントになりうる
事案）の概念を明確にする
②相談・報告するラインを明確にする
③管理者や相談窓口が情報を共有し、必要に応じて管理者も対応できるよう
にする



２ー２．カスタマーハラスメント概念整理
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カスタマーハラスメントの概念

①顧客からのクレームがすべてカスタマーハラスメントになるわけではない。
②要求等内容自体が著しく妥当性を欠く場合は、社会通念上不相当となる可能性
が高い。
③要求内容自体が著しく妥当性を欠く場合でなくとも、要求を実現するための
手段が社会通念上不相当であればそれをもってカスタマーハラスメントとな
りうる

上記の考え方を参考にしつつ、自社で相談・
報告の対象となるケースを整理する

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らし
て、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該
手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの



２ー２．カスタマーハラスメント概念整理
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カスタマーハラスメントの概念

【対応内容・対応方針の妥当性のチェック】
・当社がカスタマーに対して十分説明責任を果たしているか。
・製品の瑕疵等、サービス提供側として非がある対応をしていないか。
・カスタマーに対して、不相当な態度で対応していないか。

【カスタマーの要求内容の妥当性のチェック】
・カスタマーの要求内容が何であるか、明確になっているか。
・カスタマーの要求内容が事案に即して妥当か。
・カスタマーの対応が不相当な態度で対応していないか。



２ー３．カスタマーハラスメント対応体制
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相談体制の整備

①相談窓口を整備する
②担当者の上司（管理者）への報告・相談ラインも設ける（当該顧客に対して、上司等
が対応できるような体制）

①カスタマーハラスメント対策を行っていない企業は本社対応窓口を設けておらず本
社所管部署がない場合が多い。
②カスタマーハラスメント対策を行っている企業も、本社所管部署がないことも多い。

事例の収集による再発防止などを効果的に行うために
も、所管部署の設置なども検討に値する。

都度対応をしていると、
事例収集が困難で、有
効な対策がうちにくい。



３．カスタマーハラスメント裁判例
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甲府地裁平成３０．１１．１３判決
・校長が教諭を一方的に非難して、事実関係を把握せずに、勢いに押
されて保護者に対して謝罪をするように求めた

判断

事実関係を冷静に判断して的確に対応せずに、その場を穏便に収めるた
めに安易に教諭に対して保護者に謝罪をするよう求めたことは不法行為
と判断

カスタマーハラスメントに対し、その場を収めるために（謝罪す
る必要がないのに）社員に安易に謝罪させるなどの行為は、適
切な対応ができているとはいえない。



３．カスタマーハラスメント裁判例
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東京地裁平成３０．１１．２判決
・買い物客とトラブルになった小売店の従業員が、会社の対策が十分
ではないとして損害賠償を求めた事案

判断

カスタマーハラスメントに対して入社時にテキストを配布して初期対応
を教育していること、サポートデスクや近隣店舗のマネージャーに連絡
をして顧客の初期対応をマネージャーに対応させるようにしていたこと、
深夜も店舗を２名体制にして接客トラブルが生じた場合の相談体制が整
えられていたことから、安全配慮義務違反を否定。

カスタマーハラスメントに対して、対応策を整えており、
またその対応策が十分であったことが評価された。



４．カスタマーハラスメント対応に向けて
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個人対応にたよらない

・カスタマーハラスメントに対して「組織」で対応する。

・カスタマーに対する対応の「うまい」社員個人の力量に頼らない。

カスタマーに対する対応方針の充実

・カスタマーハラスメントを起こさないためには初期対応も重要

・対応者の知識不足や誤解等で無用な争いを生じさせない。

・適切な対応窓口にすぐ対応してもらえるように社内の連携を充実させる。

・問題が生じそうな場合、担当窓口間の情報共有をしっかり行う。・



ご清聴ありがとうございました。
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