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１６年１２月１９日、韓国の緑色病院労働環境健康研究所の任祥赫（イムサンヒョク）

所長による韓国における「感情労働 実態と改善方向」の講演会がありました。主催し

たのは関西労働安全センターです。 

日本では感情労働で発生する問題への対応は個人に任せられて社会的課題にはなって

いません。「お客様は神様です」の意識が労働者にも利用者にもあります。 

韓国の対策は日本より数段進んでいます。 

 

『ありがとうございます』 感情労働者が一番欲しい一言です  

 

韓国・緑色病院労働環境健康研究所 所長 任祥赫（イムサンヒョク） 

 

感情労働とは？ 

 

感情労働を、１９８３年にアメリカの社会学者アーリー・ホックシールドは「外的に観

察可能な表情や身振りを作るための感覚の管理」と定義しました。 

韓国労働部は「職業上の接客時において、たとえ自分の感情が良いとか悲しいとか腹立

つ状況にあっても、会社が要求する感情と表現を顧客に見せることができるなどの顧客応

対業務」と定義しています。 

具体的行為は、労働者が希望したり、求めていないにもかかわらず特定の雰囲気を演出

するために表情や感情を作ることです。顧客からのいやがらせや脅威のなかにおいても自

分の感情をおさえつけながら崩さないで演出しようと努力します。悲しいとか腹立つこと

があっても、相手が要求する感情を表現して顧客に見せる業務です。 

多くの場合に楽しい表情をしなければなりません。しかし悲しい表情をとらなければな

らない労働者もいます。葬儀屋とかです。楽しい、悲しいとかのなんの表情もしてはいけ

ない労働者もいます。カジノで働いている労働者などです。 

顧客が暴力をはたらいたり、無理な要求をしても平常心をもって普通の表情でいなけれ

ばならない労働者がいます。言葉による暴力や肉体への暴力、セクハラに対しても感情を

押し殺して自制力と平常心で顧客に「そうしてはいけません」と落ち着いた話し方をしな

ければなりません。 

感情労働は要求される感情が商品化されます。 

デパートの労働者に椅子を 

研究所は、２０１０年から感情労働者に対する調査を実施し、接客業のかかえる職場環

境を取り上げています。 
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韓国で感情労働は２０１０年から知られるようになりました。 

きっかけは、デパートの労働者が膝まづいて土下座させられたりしていることがあった

からです。研究所とサービス連盟は一緒になって社会にむけて何とかしなければならない

という討論をおこない、要求を出しました。感情労働は、みんなに理解してもらうのは難

しいのではないかという意見もありました。 

最初に始めたのは顧客との応対のために立って働いている女性労働者に椅子をおくキャ

ンペーンでした。たくさんの女性団体が一緒に行動し、マスコミで取り上げられて大成功

をおさめました。私たちがキャンペーンが始めると、２０１１年、国家人権委員会でも感

情労働のキャンペーンを始めなければならなくなりました。しかたなく韓国労働部も参加

するようになりました。 

研究所が感情労働の問題で椅子をおくことに取り組むきっかけとなったのは、イギリス

の労働組合のキャンペーンを知ってです。イギリスの労働組合は「足が痛いですか 椅子

をおくことができます 労働組合に入ってください」とキャンペーンをしていました。 

椅子に座ることができるのは労働組合、労働者の力です。その結果、今ではデパートの

労働は客がいないとき椅子に座っているのをよく見かけます。客がいても遠くにいる時は

座っています。韓国を訪れた時、気をつけてください。スーパーマーケットはもちろんコ

ンビニでもそうです。 

法律で椅子をおくということが謳われていました。昔からありましたがだれも知りませ

んでした。労働部はそのような法律があるとキャンペーンをし、自分たちがこのような法

律を作ったと自慢しました。 

 

感情労働が社会的に大きく取り上げられたのは２０１３年です。４月、韓国航空機に乗

った大企業の常務が「ラーメンをまともに作れなかった」と女性乗務員に暴行を加える事

件が発生しました。「ラーメン事件」として知れ渡りました。９月には大企業の会長が非正

規職の航空保安労働者に暴行をはたらきました。 

２０１４年１２月には、日本でも知られましたが、ある財閥の娘が客室乗務員のナッツ

の提供の仕方が悪いと飛行機を搭乗口に引き返させる事件がありました。そのあともいろ

いろな事件が起きています。駐車場でも膝まづいて土下座させられるような事件がありま

した。デパートでも販売員が顧客に膝まづいて土下座することがありました。 

このようなことは急に起こったのではありません。以前からありましたが連続する暴力

にマスコミが関心を持って取り上げられたのです。そして感情労働に従事している約７０

０万人の顧客対面労働者の精神の健康やストレスが社会的問題としてとりあげられること

になります。 

感情労働の特性 

韓国の労働界は製造業からサービス産業に、すなわち肉体労働から感情労働に変化して
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います。サービス産業は、製品とサービスを結合した商品を販売することであらたな利潤

をうみだす産業になりました。製品が持つ属性や機能が消費者の満足度を決めるのではな

く、製品がどのように伝達されるのかが問題になります。その過程で、サービスの伝達者

やサービス環境が顧客とどのように相互作用するのかが顧客の満足度を決定します。 

多くの研究によって、販売員の肯定的な伝達が消費者の肯定的な感情向上に関係があり、

生産性に影響をおよぼすことが明らかになっています。 

企業はサービス内容を標準化し、顧客応対を労働者に委ねるのではなく、一貫されたサ

ービス品質を維持しようとします。そのためサービス評価に大きな影響をおよぼす感情労

働者の言語だけでなく、話し方、態度、行動などの要素までも企業の顧客対応規則に含ま

せ、労働者の感情表現を管理します。顧客満足や顧客サービス（カスタマーサービス）が

企業の競争優位を決める要因の１つとして浮上しています。 

いろいろな販売会社を訪問したことがありますが、教育用のマニュアルには感情をどの

ように表現しなければいけないのか、してはいけないのかが書いてあったりします。 

 

感情労働は、労働のなかで自分の感情を活用して消耗するという特性を持っています。

消費者と直接・間接的な接点で発生します。生産と流通、展示販売などの過程を経て消費

段階で最終的な価値創出をします。肉体的労働と知識、経験、個人的な性向などが総合さ

れ、労働の質を高める最終的過程での付加的な労働ではなく、核心的な能力です。技術と

してその価値が評価されなければなりません。 

そのような職務に向いている人材を採用し、職務に自律性を付与することが、感情労働

者と消費者の満足度を高める方法です。企業は肉体と知識のように、感情も労働過程で統

制可能なものと認識するする必要があります。 

たとえば、外国ではコールセンターで働く労働者は、専門職として扱われます。ただの

親切だけではなく、その商品につてとてもよく知っていて、説明も上手だということで給

料に関しても高くなっています。 

感情労働従事者の現状 

感情労働者がおかれている状況です。 

韓国職業能力開発院は、２０１３年に産業別に感情労働従事者の現状を質問用紙で調査

しました。ストレス度の最高が５点です。 

平均点が高い順に、飲食サービス関連職４.１３点、営業および販売関連職４.１点、美容・

宿泊・旅行・娯楽、スポーツ関連職４.０４点、社会福祉および宗教関連職４.０２点、保健・

医療関連職３.９８点、警備および清掃関連職３.９３点などでした。 

２０１３年は公務員の社会福祉従事者の自殺が多発しました。彼らは業務量が多く、対

応する相手はおもに貧しい生活をしています。 

政府の政度が変わると支援する内容や対応窓口が変わります。支援を打ち切らなければ
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ならなくなることが出てきました。被害を被った人たちは住民センターなどに苦情を出し

ます。その説明と対応を任せられた労働者のなかから発生しました。 

感情労働に従事する職種３０選です。ストレス度が高い順に航空機客室乗務員４.７０点、

広報アシスタントおよび販促員４.６０点、通信サービス・移動通信機販売員４.５０点、葬

儀相談員および葬儀指導士４.４９点、アナウンサーおよびリポーター４.４６点、飲食サー

ビス関連管理者４.４４点などの順です。テレフォンマーケッターは４.３５点です。 

私の思いとしてはテレフォンマーケッターはとても過酷です。電話がかかってきても相

手が３０秒以内に切ったらノルマの１件にカウントされません。 

精神的健康状態に大きな影響 

感情労働がおよぼす影響についてです。 

感情的不調和で自我の二重化が出てきます。職務に対する満足度が低くなってしまいま

す。そして職務ストレスは高くなります。朝起きると会社に行くのが嫌になります。脱力

状態になります。精神的に枯渇、燃え尽き感（burm-out）を発生させます。 

会社としては高い離職率になります。調査をしてみると飲酒、喫煙、薬物、賭博中毒な

ど不健康な生活習慣に陥ったり、事件を起こしたりしています。 

信じがたいことですが、韓国のコールセンターに行けば女性が多いのですが、彼女らの

５０％がタバコを吸っています。 

適応障害、うつ病、外傷性ストレス障害、恐怖障害、自殺に陥ります。免疫機能の障害

になります。そしてサービス産業の「サービス」の弱化になっていきます。 

 

研究所はサービス連盟と一緒に、２０１３年から過去１年間に２０００人を対象に顧客

から受けた被害などの調査をしています。２０１３年の結果です。 

「無理な要求をされた経験」については７９.８１％があると回答しました。「人格を無視

された経験」８６.７４％、「罵声や暴言を受けた経験」７９.６９％、「身体の脅威にあった

経験」４６.１％、「セクハラ、性的接触を受けた経験」２９.７１％、「暴行された経験」１

２.８％などでした。 

顧客からか受けた被害の事実を会社に知らせた場合の反応についてです。 

「加害者に法的責任を問えるよう支援してくれた」３.６２％、「言葉で慰めてくれた」４

３.２８％、「そのまま我慢しろといわれた」３３.９０％、「顧客に無条件に謝れといわれた」

１９.６４％、「かえって自分に人事上の不利益が来た」３.２７％です。 

逆に被害の事実を知らせない理由です。「話したところで別に対策を立ててくれないよう

で」８２.８１％、「話すのが恥ずかしい」３.１４％、「かえって自分に人事上の不利益が降

りかかるようで」８.０５％です。１０％の労働者は同僚には話しています。 

感情労働は精神面に影響をおよぼしますのでうつ病の発症率は高いです。Ｋ－ＢＤＩ分

類でのうつのレベルは「正常」２５.６９％、「軽いうつ状態」２７.０７％、「中等度のうつ
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状態」３１.８８％、「ひどいうつ状態」１５.３６％でした。 

 

感情労働の精神的健康への影響についてです。 

「身体的暴力」を経験しているか否かで、うつ病り患は経験者が経験していない労働者

の１.５倍の発症率です。「身体化症状」は１.３倍、「怒り」は１.５倍、「精神異常」は１.４

倍です。「罵声を含む暴言」の経験の有無では、それぞれ１.４倍、１.５倍、１.５倍、１.５

倍です。 

「性暴力」、「人格を無視発言」についても同じような傾向があります。 

 

感情労働に従事する労働者が精神的に体調を崩すことに対して、予防法は制定されてい

ませんが、産業災害の補償については法律ができました。最近、感情労働によって精神疾

患が認められた事例が報道されました。 

 

サービスの質を高めるための条件や考察、研究が必要 

とにかく「謝罪」 

なぜ韓国で感情労働が問題になるのでしょうか。 

理由の１つは、「士農工商」という身分差別の文化の問題があります。サービス業の人た

ちは「商」で一番低い階層になります。位階を重視する集団主義文化があります。家父長

的な儒教文化があります。女性は犠牲と奉仕が要求される家事労働があります。 

２番目は、企業の経営戦略の問題があります。消費者に過剰な利益意識を誘発します。

消費者がわがままな理由で商品を変えてほしいというと会社は無条件に応じることがあり

ます。インターネット上でこの商品はダメだと情報を流すぞといわれると、いろいろなサ

ービスをします。 

韓国は尊敬されるお金持ちがいない社会です。例えばアメリカでは成功した人は社会に

たくさんの寄付をしようとしています。韓国では、サムスン電子の副会長は財産相続で数

十ウオンにのぼる財産を受け取ったんですが、税金を納めたのはたったの１６億ウオンで

す。あまりにも少ないです。 

感情労働者は、イコール女性労働者であり、女性労働者イコール非正規労働者になって

います。 

業務に関連した反人権的モニタリング、覆面調査があります。職務教育ではない感情労

働を強要する親切教育があります。サムスン電子サービスセンターは、出張設置や修理の

後に１人のサービス技師につき月に２０回程度、顧客にサービス満足度を評価してもらう

“ハッピーコール”をかけます。“とても不満”１点、“とても満足”１０点。技師は８点

であってもサービス改善の「対策書」を書かなければなりません。５点ならば“人民裁判”
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覚悟です。 

無条件な謝罪が強制され、支持・支援のシステムが欠如しています。 

企業は、感情労働に従事している労働者を重要視していません。 

 

例えばロッテデパートが幹部に渡している管理マニュアルです。 

 

カ、基本姿勢 

（７） 顧客が正しければ過失を認め、すぐに謝罪。反対なら顧客の対面を最大限い

かして説得。 

（８） いかなる場合にも論争自体に対しては顧客に深く謝罪。 

ナ、状況別対応方法 

（２） 職員が不親切であると不満に思う場合 

－職員は弁明や言い訳をせず、顧客にすぐに謝罪。管理者ももう一度謝罪。 

（４） 職員のミスによって顧客が怒っている場合 

－まず周囲すべての顧客に謝罪。 

－ミスに対する会社の処理指針を知らせる。周囲のすべての顧客が認知するよう

に。 

－状況が完了後、もう一度丁寧に謝罪。 

 

顧客との間で問題が起きたらすることは１つ、謝罪です。 

たとえば私が、労働者が気に入らなくて「社長をよべ」といったとします。そうすると

管理者が出てきて労働者に「謝罪しろ」といいます。なぜかというと顧客との間で論争が

起きたからです。管理者も謝罪します。そして話を聞き、さらに謝罪をさせます。最後は、

顧客がエレベーターで帰るところをついていって、下りるまで謝罪し続けます。 

顧客の立場からすると、労働者に腹が立っているにも関わらず、管理者が謝罪して回る

ことになります。 

労働者・消費者とも「ぞんざいな言葉」にストレス 

さまざまな消費者がいます。 

ブラックコンシューマーと呼ばれる企業を相手に購買した商品やサービスについて補償

金などを目的に意図的に悪質な要求をする消費者です。 

わざとではなくても、他の顧客に悪い影響をおよぼしてサービスを混乱させる不良消費

者がいます。また、顧客という関係性の優位に立って、感情労働者にいわゆる「力関係の

濫用」をする不良消費者がいます。 

とにかく顧客の過度な要求も無条件に受け入れるという企業の経営方針によって、消費

者は「大声を出さなければむしろ損害を被る」と考えるようになり、ますます過度な要求
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をするようになりました。 

このようなことが問題のある消費者をますます増加させています。 

こういうと消費者に問題があると感じられますが、実際はそれだけではありません。 

消費者を対象に、２０１５年に感情労働者に不満があるかどうかを調査しました。 

「デパートやスーパー、区役所や住民センター、食堂、企業の相談電話などで、職員から

直接・間接的にサービスを提供されながら不快な経験をしたことがありますか」の質問に

「よくある」６.６％、「時々ある」６０.８％、「ほとんどない」２４.４％、「まったくない」

８.２％でした。 

労働者と消費者の願いは共通 

労働者と消費者がお互い何を感じているかの調査もしました。 

労働者が顧客対面労働をしながらストレスを感じることの１位が「無視（ぞんざいな言

葉）」４０.１％です。消費者にとっても同じで６２.２％です。つづいて「不当な要求」が

３７.６％と２０.４％です。「督促」は１２.７％と７.２％です。 

労働者と消費者双方にとってサービスがまともに成り立たない理由について質問しまし

た。なぜサービスにならないのでしょうか。 

労働者にとっては顧客が「長時間待たせた」が２９.６％で、逆に消費者が「待たされた」

が１８.２％です。「必要な情報をくれなかった」は消費者２６.７％です。 

「必要とするサービス内容について理解できないようだった」は消費者２０.６％です。

例えば、化粧品売り場でどういう商品がいいのか聞きたい消費者に対して労働者がニコニ

コ笑うだけで説明しないでいいですよとしかいわない時です。 

「本人が解決せずサービスを他の人にたらいまわしにされて腹が立った」消費者は１９.

２％です。 

労働者がサービスをまともに提供できない理由につても調査しました。 

消費者としては「労働者が説明できないのはちゃんと教育を受けていないから」と思っ

ているが一番高く４５.６％を占めます。２番目は「人手が足りなくて忙しいから」４２.７％

です。 

労働者にとっては「人手が足りなくて忙しいから」４２.７％です。続いて「低い労働条

件の上に雇用も不安定で、頑張ろうという気になれないから」３３.６％、「教育訓練をちゃ

んと受けていないから」１５.７％です。 

調査を通じて消費者と労働者が求めている共通点が明らかになりました。 

商品に対する正確な情報を提供することです。そのために、労働者は教育訓練を受ける

ことを願っています。消費者の願いも同じです。 

消費者は安っぽい親切より、正確で合理的な業務処理を希望しています。一方、労働者

はより良いサービスを提供するためには雇用不安、低い労働条件、人員不足が解決される

ことを願っています。 
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消費者からのクレームを専門的に処理する体系が作られることをお互い希望しています。 

結論的には、労働者の言語、話し方、態度、行動などを規制して管理するのではなく、

サービスの質を高めるための条件や考察、研究が必要です。 

労働者がアイデンティティを持つこと、会社や組織が労働者をどんなに大事に思ってい

るのか、労働者自身が自分は重要な役目をする人だと認められることを知ることが大切に

なっています。 

事業主の責任 

企業は問題を解決したならば、生産性と効率性が増加します。社会的、国際的な評判が

改善します。また企業には精神健康に対する法律上の規定があります。（社会、団体）協約

に明示する必要があります。 

生産性と効率性の増加についてです。ブラックコンシューマーによる経済的被害は売上

高対比で１２.４％のデータがあります。過去には企業イメージ保護のために極力我慢しま

した。クレームなどについて保護するような傾向がありました。 

最近は少し状況が変わってきて、悪意性が明確な場合、積極的に告訴および告発に出る

対応方式に変えています。たとえば、製品を破損した後に金銭補償を要求する場合は、詐

欺罪で告発します。持続的に電話をかけてきたり、売り場に訪ねてきて業務ができないよ

うに妨害する場合は業務妨害罪に該当します。暴行罪と財物損壊罪で告訴もできます。暴

言やセクハラの場合、名誉棄損罪や侮辱罪に該当します。マスコミに流布すると脅迫する

場合、脅迫罪で刑事処罰されます。 

しかし、多くの場合はそのまま我慢させられています。はなはだしくは感情労働者に懲

罰を与える場合もあります。 

 

防止のためには枠組み合意が必要です。 

労働組合がある大企業では対策が話し合われています。しかしまだ大部分は感情労働手

当などにとどまっています。徐々にＥＡＰ導入や感情労働休暇などが増えている傾向があ

ります。 

労使合意で感情労働対応マニュアルを作ったところもあります。コールセンターで労働

者が暴言などをはかれた場合、以前は労働者からは電話を切ることができません。切った

ら労働者は解雇されました。今は、労使間の合意によって通告して切ることがでるように

なりました。 

具体的マニュアルです。 

 

３ 証拠収集および法的対応の告知 

対応中断の告知にもかかわらず、悪口、暴言などの騒乱行為を持続する場合 

〈コメント予示〉 
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「お客様、即時行為を中断されなければ、当社の顧客対応マニュアルに沿って法的対

応をしなければなりません。」 

〈適用法条〉 

刑法 侮辱罪―周囲に顧客、または職員が聞こえる状態で侮辱的な言辞をした場合に

成立。 

刑法 業務妨害罪―暴行、脅迫および悪口など無形的な圧迫などで業務を妨害された

場合に成立。 

接近禁止仮処分―特定な顧客の常習てきな横暴で業務を妨害された場合、本処分命令

の申請が可能。 

 

ソウル市のコールセンターにかかってきたケースでは実際に告発をしました。その結果、

相談数もぐっと減ってきました。 

 

しかし私たちが一番必要だと思っているのは、法的に解決していくということです。 

感情労働者は女性労働者や非正規労働者が多いです。つまり社会的弱者です。人権保護

のための法的救済がもっと必要です。事業主や元請の事業主に対してその責任をただすこ

とが必要です。 

労働者・消費者・企業が一緒にキャンペーン 

警察に貼られているポスターです。 

 

「相手方の人権を無視する大声、悪口などの言語暴力も処罰される場合があります」 

 

国家人権委員会が作成したポスターです。 
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「『ありがとうございます』 感情労働者が一番欲しい一言です」 

 

私たちは、感情労働者のストレス問題を解決するために、企業次元の役割として何が必

要かを毎年調査しています。 

労働者が求めていることは素朴なことばかりです。 

「顧客から高度のストレスや暴言を認知した時、回避することができる権利が与えられな

ければならない」が一番多くて２２.１％です。無理をいう顧客から逃れたいということで

す。デパートの例のように、労働者がその場を離れることはできません。労働者は、その

場から離れられる、交代できる対策ができればいいなと感じています。コールセンターで

は、労働者から切る権利が与えられたらいいなと思っています。 

２番目は、「過度な業務量（目標量）を減らさなければならない」１７.５％です。 

３番目は「企業によって作られる強圧的な親切要求はなくさなければならない」１５.１％

です。 

これらは消費者の問題ではありません。過度なサービスを要求したり、正確な情報を伝

えていないなどの企業の問題です。 

韓国では興味深い現象が起きています。椅子をおけというキャンペーンがきっかけとな

って、今回初めて消費者団体と労働組合が一緒になってキャンペーンがおこなわれます。

韓国での消費者団体は、保守的な団体です。 

ヨーロッパにいくとデパートなどではすべての労働者が座っています。スーパーで買い

物をしても労働者は立ってくれません。客の方が物を移動します。椅子をおくキャンペー

ンが成功したのは、消費者が必要だと思ったからです。疲れないほうが労働者のサービス

が向上します。 

感情労働も同じです。自分の娘や妻が感情労働をしています。ですから連帯しやすいテ



11 

 

ーマの１つでした。 

おもしろい話ですが、キャンペーンには企業も参加しています。消費者、感情労働者、

企業が一緒の行動をしています。企業も成功して事例だと発表しています。そのような変

化が出始めています。なぜ成功したのかというと、今の韓国では、これが正しいと認めら

れるとみんなが一緒に動きます。 

感情労働に真剣に取り組んでいる労働組合のほとんどが民主労総です。これらが一緒に

なって企業に感情労働について対策を取るよう申し入れをします。とても意味のあること

です。 

しかしまだ法的には何も作られてはいません。韓国の労働部は力の弱い立場の者への法

律はなかなか作ろうとしません。 

 

ソウル市で感情労働者の権利保護の条例制定 

マニュアル作成も義務付け 

ソウル市は、２０１６年 「ソウル特別市感情労働従事者の権利保護などに関する条例」 

を制定し２０１７年から施行されます。ソウル市の傘下にある病院とか地下鉄ではその事

業所でマニュアルを作らなければいけません。 

 

 

「ソウル特別市感情労動従事者の権利保護などに関する条令」 

(２０１６) 

第２章ソウル市の義務 

第５条（ソウル市など感情労働従事者の勤労環境改善計画の樹立） 

①市長は感情労働による精神的ストレス（以下「業務ストレス」という）の予防及び 

感情労働従事者の勤労環境改善を支援するため、３年ごとに感情労働従事者勤労環

境改善計画（以下「改善計画」という）を樹立・施行しなければならない。 

②第１項の改善計画には次の各号の事項が含まれなければならない。 

１．感情労働従事者の権利保護政策基本方向、業務分野別核心政策課題、推進目標及び

実行計画 

２．ソウル市感情労働従事者の雇用現況及び展望 

３．業務ストレスによって発生する健康障害と事故の現況及びその予防に関する事項 

４．休日・休暇及び勤労時間などソウル市の感情労働従事者に対する「勤労基準法」遵

守に関する事項 

５．感情労働高危険職群に対する保護方案 

６．改善計画の実行のための所要財源 
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７．感情労働従事者権利保護と増進のための国家及び他の地方自治体との協力 

８．その他、ソウル市など感情労働従事者の勤労環境改善に関する事項 

③市長は改善計画の移行可否を定期的に点検・評価し、次期計画に反映しなければなら

ない。 

 

第３章ソウル市感情労働使用者の義務及びソウル市民の責任 

第１１条(機関別マニュアル作成義務) 

①ソウル市感情労働使用者は、感情労働従事者の勤労環境を改善し、感情労働従事者を

人格主体として配慮する内容の機関別マニュアルを作成しなければならない。この

時、機関別マニュアルにはソウル市模範マニュアルを含ませながら機関別特性を反映

し次の各号の内容を含まなければならない。 

１．感情労働従事者が顧客応対過程で発生する問題を解決して手伝ってくれる職場内の

公式的な制度と手続き 

２．感情労働従事者の上級者が、ソウル市感情労働ガイドラインとマニュアルに基づき、

現場で感情労働に関した責任を引き受けることができるという点 

３．感情労働従事者の上級者は、顧客との葛藤が発生した時、顧客と感情労働従事者双

方の話を傾聴しなければならない点 

４．甚だしく不当な要求をする顧客の場合、顧客の要求に応じない権利を保障 

５．不当な待遇にあった感情労働従事者の業務中断時間に関する事項 

６．個別の感情労働従事者が応対しにくい顧客の要求に対する、組織レベルでの対応方

案 

７．悪性な請願に対する処理専門家の養成、熟練された上級者の悪性な顧客担当、悪性

な顧客専門担当部署の設置などに関する事項 

８．顧客との請願問題を人事及び勤務評価に過度に反映させて、無理な感情労働をしな

いようにする点 

９．職場内の苦情や支障事項を伝達することができる意思疎通チャンネルに関する事項  

１０．機関長、中間管理者、感情労働責任者、感情労働従事者に対する感情労働関連教

育の体系的実施に関する事項 

②ソウル市感情労働使用者は、機関別マニュアルを全勤労者に公開された場所に備え、

感情労働従事者には別途配布しなければならない。 

③ソウル市感情労働使用者は、毎年市長に機関別マニュアルの遵守可否についての報告

書を提出しなければならない。 

 

第１８条（ソウル市感情労働従事者権利保護委員会の設置） 

①市長は、ソウル市感情労働従事者の権利保護のため、ソウル市内に次の構成員でつく

られた感情労働関連事項を審議・諮問する委員会（以下「委員会」という）を置くこ
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とができる。 

第２１条（ソウル市感情労働従事者権利保護センターの設置）市長は、次の各号の事業

を遂行するソウル市感情労働従事者権利保護センターを設置することができる。 

１．ソウル市感情労働従事者権利保護委員会の決定事項の執行 

２．感情労働関連実態調査 

３．感情労働従事者保護のためのプログラム開発及び教育、広報 

４．業務ストレス及びこれによる健康障害の予防のための政策研究及び普及 

５．感情労働従事者及び作業場の暴力被害に関する相談と支援 

６．第８条、第９条、第１０条による報告書の検討及び改善事項の導出 

７．その他、感情労働従事者の保護のための事項 

 

国には規制はありませんが、ソウル市でつくったことで人気が高まり、今、光州など３

つの自治体で同じ動きがあります。 


