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パワハラ防止法案

答申

被害者は救済されにくく、
加害者を救済する
２月１４日、労働政策審議会は厚労大臣に「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
正する法律案要綱」を答申しました。この後、法案とし
て今国会に提出されます。
法律案要綱は、第一
メント対策の強化、第三

女性活躍の推進、第二

ハラス

セクシャルハラスメント対策

の強化に大きく分かれています。
女性活躍の推進については、一般事業主は事業におけ
る女性の職業生活の活躍に関する情報の公表対象を常
用労働者３０１人以上から１０１人以上に拡大する以
外には大きな変更はありません。

適用しにくくなる定義

ハラスメント対策の強化についてです。
「第二
二 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事業主が講ずべき措置等
１

事業主は、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のないよう、当
該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要
な措置を講じなければならないこととすること。」

これが今後のハラスメントの法的定義となります。定義は「言動
に起因する問題」に限定され、さらに「優越的な関係を背景とした
言動」
「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」
「雇用する労働者
の就業環境が害される」の３要素を満たすものになります。
２０１２年３月１５日、厚生労働省は「職場のパワーハラスメン
トの予防・解決に向けた提言」（「提言」）を発表しました。「提言」
は、いじめは個人間の問題ではなく構造的に発生するととらえまし
た。そのことをふまえて職場のいじめ・パワーハラスメントの概念
規定・定義が行われました。
「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職
場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪
化させる行為をいう」です。３要素のそれぞれがパワハラに該当し、すべてを満たさなければならな
いという解釈ではありません。
法律案要綱の定義は、適用を困難にさせ、声を挙げにくくさせます。予防・防止対策にまず必要な
のは声を挙げやすい状況の保障です。また法案は「言動」以外のパワハラは刑事・民事事件として対
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処しろということでしょうか。
労政審の建議には「（１）基本的な考え方」に「職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメ
ント等の様々なハラスメントは、労働者の尊厳や人格を傷つける等の人権に関わる許されない行為で
あり、あってはならないものである」とあります。ことをふまえ、定義には「労働者の尊厳や人格を
傷つける等の人権に関わる許されない行為」を加筆する必要があります。

パワハラ問題は早期対応が鉄則
「事業主は・・・雇用管理上必要な措置を講じなければならない」とはどういうことでしょうか。
「３ 厚生労働大臣は、１及び２の事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図
るために必要な指針を定めることとすること。」
２の条文は、労働者が相談したこと、相談への対応に協力したことで事業主から解雇などの不利益
などの扱いの禁止をうたっています。
法律案要綱は、自主的解決を目指します。法律が定めていることを国、事業主、労働者が履行して
解決に努めます。詳細はこのあと指針で制定されます。
職場の労働紛争は自主的解決が原則です。ただしパワハラ問題は発生したら早急に被害状況から被
害者を避難させる対応が急務となります。時間がかかると被害者の人権・人格権侵害状況が続き、深
化して回復が困難になります。職場で他の労働者も声を挙げずらくなります。逆に加害者の居直り、
自己弁護が続きます。
パワハラ問題は構造的に発生するととらえ、事業主による“パワハラは認めない”の宣言と周知を
徹底する“職場づくり”が大切です。そのうえで、就業規則等に加害行為ががあったと判断された場
合の罰則規定の存在は抑止力としても功を奏します。法律案要綱は、就業規則等にパワハラ禁止条項
と懲戒規定を盛り込むことを義務づける必要があります。
しかし法律案要綱には罰則規定がありません。解決に時間がかかることとあわせ、使用者・加害者
を擁護するためのものになりかねません。

防止の実効性は？
それでも解決に至らなかった時は「個別労働関係紛争」の対応に進みます。どのような手続きにな
るのでしょうか。
「２

紛争の解決の援助

（一）都道府県労働局長は、１の紛争（労働者と事業主との間の紛争）に
関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援を求められた
場合には、当該紛争の当事者に必要な助言、指導又は勧告をすることができ
ることとすること。
３

調停

（一）都道府県労働局長は、１の紛争について、当該紛争の当事者の双方
又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必
要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせるものとすること
とすること。
（三 ）（一）の調停の手続については、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に
関する法律の規定を準用することとするとともに、その他調停の手続に関し必要な事項は厚生労
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働省令で定めることとすること。」
では現在の「個別労働関係紛争」制度における解決の実態はどのようなものでしょうか。改めてい
うまでもなくあまり機能をしているとはいえません。男女機会均等法があってもセクシャルハラスメ
ントは蔓延しています。
法律案要綱の罰則規定についてです。
「六 報告の請求
厚生労働大臣は、事業主から二の１及び２の施行に関し必要な事項について報告を求めることが
できることとすること。
七 罰則
六の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処することとすること。」
はたしてこのような法律が成立しても、職場のパワハラ予防・防止にどれほどの効果がもたらされ
るのでしょうか。
セクシャルハラスメント対策の強化・
「男女機
会均等法」の一部改正についてです。
「第三
三 職場における妊娠、出産等に関する言動
に起因する問題に関する相談を行ったこと
等を理由とする不利益な取扱いの禁止」
などマタニティハラスメント禁止が追加され
ました。
法律案要綱には、今深刻な状況にある顧客や
取引先からの、いわゆる「第三者からの暴力」については盛り込まれませんでした。職場内・外にお
いても労働者の人権・人格権は同じであり、一方が切り捨てられていいということはありません。
法案審議においては、
「第三者からの暴力」の加害者等についてもたがえることなく対象に盛り込む
ことを要求します。
施行期日は、公布日から起算して１年を超えない範囲内で政令で定める日です。ただし、例外規定
があります。
成立する法律が、職場のパワハラの予防・防止に実効性のあるものにするため、法案審議に労働者
の声を届け、世論を高めていく必要があります。

「２０１７年度

個別労働紛争解決制度の施行状況」

都道府県労働局等総合労働相談コーナーへの相談件数 １,１０４,７５８件
そのうち民事上の個別労働紛争相談件数
そのうち「いじめ・嫌がらせ」の相談件数
そのうち労働局長による助言・指導の申出件数

２５３,００５件
７２,０６７件
２,２４９件

処理件数は、他の案件と一緒のため不明
そのうち紛争調整委員会によるあっせんの申請件数
処理件数は、他の案件と一緒のため不明
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１,５２９件

熊本地震の災害ストレス

体調不良者の発生は減らすことはできる
東日本大震災から間もなく８年を迎えます。最近の日本列島は災害大国といわれるように各地で災害が
発生しています。１６年４月１６日に熊本地震が発生しました。
「自治労通信」１９年冬号は、特集 災害後のストレスで「『熊本地震による自治体等職員のメンタル
ヘルス健康調査』結果の概要」を報告しています。被災した熊本県と大分県の１１自治体の職員を対象に１
８年２月から３月に行われ、震災前の入職者から３,７３２人の回答がありました。（回収率９３.３％）
現在の業務の状況は、「復興業務を中心に行なっている」１９３人（５.３％）、「復興業務と通常業務
を並行している」６７８人（１６.４％）、「通常業務従事」２７７２人です。

上司、同僚から「ねぎらいの言葉をかけられた」７３.７％
震災後に職場で起こった問題については、多い順に「人手不足による苦労が増えた」６７.３％、「震災
関係の業務が多く忙しかった」６１.２％、「復旧で業務上の混乱が長く続いた」５４.８％、「家族やプラ
イベートが犠牲になった」５４.２％、「仕事に関して自分の未熟さを感じた」５３.３％、「充分な休暇が
とれなかった」５０.６％、「意図したように仕事ができなかった」４６.７％、「先が
見えない仕事が多く辛かった」４２.４％などでした。
これらの特徴は通常業務従事者でも広くみられました。行政改革などで職員数が減ら
されてゆとりがなくなっているなかで、さらに通常にはない業務を担わなければなりま
せん。しかし自治体職員を抜きにした復旧活動はありえません。そのなかから「震災を
通しての自分の変化について」のアンケートにあったように「自治体職員であることに
誇りを感じた」の意識も生まれてきます。
復興業務を成功させるための職場の上司、同僚の配慮と気遣いに関する設問への「は
い」の比率です。
「ねぎらいの言葉をかけられた」７３.７％、「心配してもらえた」７３.１％、「困
ったとき相談にのってくれた」６４.５％、「感謝の言葉をかけられた」６１.３％、「気
分をなごませたりしてくれた」５８.６％でした。
それぞれの職場ではお互いに“声掛け”がおこなわれていたようです。
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ＰＴＳＤの疑いがある１０.３％
震災に関して最近１週間の悩みについてです。
項目に「やや」「かなり」「非常に」があてはまった率です。高い順に「思いだすと気持ちがぶりかえ
す」２３.６％、「睡眠の途中で目が覚めてしまう」２０.５％、「イライラして怒りっぽくなっている」１
６.０％、「地震のことは考えないようにしている」１４.８％などです。
悩みについて、心的外傷後ストレス症状測定用のＩＥＳ－Ｒの手法で診断しました。合計総得点が２５
点以上のケースをＰＴＳＤの疑いがあると判定します。
平均値は９.９点ですが２５点以上の割合は１０.３％です。復興業務中心の従事者では２５点以上が１
７.６％（平均値１２.２点）、復興業務を並行している従事者では１３.３％（平均値１１.２点）です。
震災後２年近くをへた状況としては深刻です。さらに、ＰＴＳＤの発症は、阪神淡路大震災では１０年
後にもありました。心身の健康維持の対策は長期に進められる必要があります。無理を強いて二次被害、三

4

次被害が発生したならば人災です。
この２週間に悩まされた問題についてです。
「週に数日」「週の半分」「ほとんど毎日」あると回答した比率です。「疲れた感じがする・気力がな
い」５５.４％、「寝つきが悪い・途中で目が覚める」４３.６％、「あまり食欲がない・食べ過ぎる」３７.
０％、「気分が落ち込む・憂うつになる」３４.１％、「物事に対し興味がない・楽しめない」３２.６％な
どです。
この２週間の悩みについて、抑うつの状態を測定するＰＨＱ－９の手法で算出しました。大うつ病性障
害の可能性がある合計総点数は１０点以上です。平均値は３.９点です。
１０点以上は１２.０％。そのうち１０～１４点・中程度７.３％、１５～１９点・中程度～重度３.１％、
２０～２７点・重度１.５％です。復興業務を中心の従事者では１０点以上が１６.０％、復興業務を並行し
ている従事者では１６.２％です。
ＰＴＳＤの疑いがある２５点以上の割合１０.３％と大うつ病性障害の可能性がある１０点以上１２.
０％が似ています。

“こころのケア”実施状況と「現在の健康状態」に差
“こころのケア”実施状況です。
「充分におこなわれた」３.１％、「ある程度行われた」３０.３％、「あまり行われなかった」２７.３％、
「まったく行われなかった」１０.５％です。ただし、復興事業従事者だけでは、「あまり行われなかった」
３４.８％と「まったく行われなかった」１４.４％で約半数となっています。
“こころのケア”実施状況と現在の健康状態におけるストレス有無等との関係については、「こころの
ケアがおこなわれた」職員においては「現在の健康状態」が「良い」５２.１％、「悪い」１２.４％です。
「こころのケアがおこなわれなかった」職員においては「良い」４１.２％、「悪い」２３.７％です。同じ
ように「ストレスの有無」については、「感じている」が５７.４％と７１.１％です。
震災対応の職員には “こころのケア”は不可欠です。
では“こころのケア”を妨げている問題は何でしょうか。１５項目中４つ以内の選択
です。
職員の思いは高い順に「職場に余裕がなく対応ができない」３８.０％、「ケアが役
に立つのかわからない」２８.１％、「職場での対策や取り組みがない」１７.０％、「管
理職の理解と研修が不十分」１６.０％です。体制の問題としては「ケアの必要な人が
誰かわからない」３７.０％、「必要な人への対応方法がわからない」３０.６％、「相
談窓口があっても利用されない」１９.２％、「労働者の理解が不十分」１３.５％、な
どです。自治体において対応・体制に差があったようです。
復興業務を成功させるための職場の上司、同僚の配慮と気遣いに関する設問への「は
い」の比率とは違った結論になっています。職員は、組織としての対応を期待していた
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被災地では、体調不良などは個人的に我慢する傾向があります。１６年５月下旬には
地震の対応をしていた阿蘇市の５０代の男性職員が自宅で自殺しています。職場における取組等の周知と
「無理はするな」の声掛けが大切です。
阪神淡路大震災を経験し、東日本大震災を経て教訓は活かされているように思われます。
災害はなくすことはできませんが減らすことはできます。
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労働者は良好な職場環境で就労する権利をもつ
ある労働組合で職場のパワハラ防止に向けた勉強

らせの慫慂 （しょうよう） などにより、自由な人間関

会が開催されました。そこでのレジュメの抜粋です。

係に介入してはならない』と。」

『労働法律旬報』１８年３月１０日号は「シンポジウム

職場環境型セクシャルハラスメントとの共通する面

職場における人格権を考える」を掲載しました。基調報 についてです。
告は西谷敏大阪市立大学名誉教授です。

職場環境型セクシャルハラスメントとは「男女機会

「労働者は、本来１人の主体として、様々な属性もあり、 均等脳」の指針に「職場において行われる、労働者の
個性もあり、人生観もあるという個人です。」

意に反する性的な言動により、労働者の就業環境が不

「人格権とはいったいどのような権利なのか。・・・一言 快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響
でいうと、労働者が一個の人格として尊重されるべき が生じる等当該労働者が就業するに上で看過できな
ことを要求する権利で、法的には『憲法十三条』、幸福 い程度の障害が生じること」と定義しています。
権追及権や個人の尊重の法原則に根拠があります。」
なぜセクハラ発言が駄目なのでしょうか。
西谷敏名誉教授は職場のなかのヘイトハラスメント

女性、ＬＧＢＴ等の社員の人格を傷つけるからだけで

にも触れました。

はありません。そこは人を傷つけることが公然とおこ

大阪のフジ住宅株式会社では、会長が業務内容とは なわれる職場・社会だということです。傷つける側と
関係のない、「韓国人は出ていけ」「慰安婦はいなかっ 傷つけられる側が存在していることを容認していま
た」などの箇所に手書きで線を引いたり、丸で囲んだ す。発言者は自分の価値観（差別意識）をまともで、不
資料を勤務時間中に大量に配布しました。

快に思う者はいないと思いこみ、自分の価値観を押し

「人種や国籍の問題ですので労働者としてはいかんと 付ける職場になっています。その結果、周囲を不快に
もできない問題です。そういうことによって差別して させ、職場環境（雰囲気）を悪化させています。職場と
はならないというのは、平等原則の根幹です。・・・

しては、業績を低迷させています。生産性は向上しま

このような状況に置かれた在日コリアンである原告 せん。リスク管理ができていません。
が、どのような利益を侵害されているのか。・・・１つは、
自分の属性をいわれなく非難されない権利です。

「『職場環境等』とは、作業環境、作業方法、労働者

第二に、良好な職場環境で就労する権利です。自分 の心身の疲労の回復を図るための施設及び設備等、
とは異なった、あるいは自分とは敵対的な思想が使用 職場生活で必要となる施設及び設備等、労働時間、仕
者によって異常な形態でばらまかれることによって、 事の量と質、セクシュアルハラスメント等職場内のハラ
良好な職場環境が害されるという問題です。それが、 スメントを含む職場の人間関係、職場の組織及び人事
とりわけ人種や国籍に関する場合は、労働者のプライ 労務管理体制、職場の文化や風土などの広い意味で
ドを著しく傷つけます。

あり、これらは従業員のストレスに大きな影響を与えま

これは、たとえて言えば、職場環境型のセクシャル す。」（厚労省「小売業におけるストレス対策への支
ハラスメントと共通する面があります。

援」）です。

第三の側面として、自由な人間関係を形成する権利

労働安全衛生の観点からは「使用者の安全配慮義

です。これは、関西電力事件が言ったところですが、 務違反」「就業環境整備義務違反」に該当します。
『職場における労働者相互の人間関係は、労働者が自

このような視点がハラスメント予防・防止対策には

由に形成できるべきであり、使用者が職場八分、嫌が

含まれなければなりません。
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いじめは“大人社会の鑑”
学校のいじめが頻発し深刻な問題
になっています。子ども社会で起きる
いじめは“大人社会の鑑”といわれま

教育的指導から厳罰化に
森田洋司著『いじめとは何か 教室の問題、社会の問
題』（中央公論新社刊）によると、学校のいじめは３つ
の波を潜り抜けて現在に至っています。
“学校のいじめ”が登場したのは７０年代終り頃の校

す。学校だけに任せてはおけません。

内暴力から。８０年半ばに“学校のいじめ”の概念が確

教育現場では道徳教育などの管理

立します。校内暴力とは別の社会問題と認識され、「加

教育が強制おこなわれ、そのなかで教

害者への教育的な指導で対処する」方針で、社会全体と

師たちはゆとりを奪われ、長時間労働

して取り組むべき課題になりました。

を余儀なくさせられています。

第二波は、１９９４年に愛知県でおきた自殺問題から

現在の学校のいじめと職場のいじ

です。文部省は「いずれの学校でも起こりうる現象」と

めは同根です。対策も客観的状況を見

いう認識を示し、９５年３月「いじめ緊急対策会議」は

ないで個人の責任を追及します。

報告書を出します。「まず誰よりもいじめる側が悪いの
だという認識に立ち、毅然とした態度で臨むことが必要

教師の業務改善と一緒の
いじめ防止対策を

である。」
第三波は、２００５年の北海道滝川市や福岡県筑前町
で起きた自殺事件からです。設置された教育再生会議か
らは、いじめた子への懲戒の行使、教師の毅然とした態

要件を限定解釈しないように

度など処罰的な色彩を強めた提言がおこなわれました。

「いじめ防止対策推進法」制定のきっかけ

１３年「いじめ防止対策推進法」が制定され、現在に

となったのは、
１１年１０月に発覚した大津

至ります。

市の中二いじめ自殺事件です。
法律は、いじめの定義とともに防止や早期

「何故そうした事態に陥ったのか」

発見、対処の理念などを定め、重大事態の発
生時は調査組織による事実関係解明と被害

「大津いじめ自殺事件」の報告書

者側への適切な情報提供を求めます。
法案成立に際しては衆議院、
参議院でおな

「教員はスーパーマンではなく、理想的な教員像

じ附帯決議がつきました。「一 いじめには

は単なる虚構にすぎない。…疲弊し苦悩するあり

多様な態様があることに鑑み、本法の対象と

のままの生身の教員を前提に、彼らの負担を軽減

なるいじめに該当するか否かを判断するに

して子どもたちに向き合えるようにするための改

当たり、（定義の）『心身の苦痛を感じて

革を優先的に進めるべきである。」

いるもの』との要件が限定して解釈される

「しかし、こうしたミスはどの学校でもどこの教

ことのないよう努めること。」

員にも起こりうるということを肝に銘じるべきで

学校現場では、
法律どおり進めたら対応や

ある。本件事案の関係者のみを責め立てても再発

調査に時間がかかり過ぎ、長時間労働がさら

防止には何ら役立たないと考える。要は、何故そ

に業務過重になると不満が起きてます。その

うした事態に陥ったのかということを教員ら自身

ためその場しのぎの対処、それぞれの立場で

が顧みることである。そうすることによって再発

「いじめはなかった」の期待で処理されたり

防止への道を歩み出すことになると考える。」

責任転嫁になっていきます。
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精神疾患の休職者数５,０７７人

長時間労働問題を放置してきたつけ

１２月１５日、文科省は「１７年度 公立学校教

大阪でガソリンスタンド運営会社など２社の契

職員の人事行政状況調査について」を発表しました。 約社員として働いていた労働者が、長時間労働でう
その中の「精神疾患による病気休職者等数」です。

つとなり労災認定されました。しかし労働者は１社

全国では５,０７７人で、この１０年は５,０００人 分の賃金に基づく休業補償しか給付されないのは
前後で推移しています。全教職員数９２０,７６０人
の０.５５％にあたります。少子化の流れと大都市へ
の人口の流入などがあり、資料から詳細な分析は難

不当だと取消しを求める訴訟を起こしました。
これまでの同じような裁判でも 1 社分しか認め
られていませんでした。

しくなっています。

労基法３８条は、事業場を異にする場合も労働時

都道府県別では沖縄県がトップで１.２４％、東京
０.８５％、広島０.７７％と続きます。

間を通算すると規定しています。厚労省の通達は、
異なる企業も対象にしています。

東京都のこの５年間の推移は５２９人、５２５人、
５２８人、５６０人、６０２人です。

１８年１月に厚労省は「副業・兼業の促進に関す
るガイドライン」を作成しました。「原則的に副業

クラブ活動顧問、学校行事などによる過労死ライ

を認めるべき」として、それまで副業の壁になって

ンを超えた長時間労働がニュースをにぎわせていま

いたモデル就業規則の「許可なく他の会社等の業務

す。また、文部省―教育委員会―校長―教師の管理

に従事しないこと」の規定を削除しました。

支配体制が強化されています。

低賃金・貧困のためダブルジョブ等で長時間労働

教師の“抜本的働き方改革”が急務です。

を強いられている労働者は増えています。
労基法３２条の「労働時間が原則１日８時間、週

高プロ制度

省令等の制定へ

４０時間を超えてはならない」の規制は副業の時間

１２月２６日、労働政策審議会は「過労死推進法」 外労働にも適用されます。
政府が長時間労働問題を放置してきた結果、落
と呼ばれるいわゆる高度プロフェッショナル制度を

とし穴にはまってしまいました。

導入した改正労基法の対象業務、年収要件、労働安
全衛生規則などについて答申しました。この後、省

長時間労働問題は労働者自身だけでなくさま
ざまなところに影響します。

令・指針等の制定となります。
対象業務は、従事する時間に関し使用者から具体
的な指示を受けないで行う金融工学等の知識を用い

過労死防止学会

第５回大会

て行う金融商品の開発の業務、新たな技術、商品又

日時 ５月２５日（土）～２６日（日）

は役務の研究開発の業務など５業務です。

会場 龍谷大学（京都・深草キャンパス）

年収要件は１,０７５万円以上となりました。

分科会

健康管理時間について、タイムカードによる記録、

第１分科会 建設・運輸分野

電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法、事

第２分科会 医療（看護を含む）・介護の分野

業場外において労働した場合などのやむを得ない理

第３分科会 教員・教育関連の分野

由があるときは、自己申告によることができるもの

第４分科会 障がい者と長時間労働・過労死

とするです。

第５分科会 外国人労働者と長時間労働

一旦法律が改正されると、その後の省令・指針の

・過労死

改正は省の判断です。部分的改正が繰り返される危

第６分科会 自由論題

険性があります。監視を強める必要があります。

特別分科会 森岡孝二の研究
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