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本研修のねらい

パワハラ・セクハラとは何かを理解し、職場で起きがちなパワハラ・セクハラの事例研
究をもとに注意すべき点を理解します。政府から｢職場におけるパワーハラスメントの
防止のための指針」が告示されました。指針を理解するとともに、パワハラと部下育
成の判断基準を全体で共有し、ハラスメント予防するための管理職の役割について
理解を深めます。

① パワハラ・セクハラの定義を知り、職場・部下・自分を守るため
の知識を身につけます。

② パワハラ・セクハラの事例研究を通して、パワハラ・セクハラを
起こさないための判断基準を明確にします。

③ パワハラ・セクハラについての理解を深めることにより、パワハ
ラ・セクハラを防止できる職場にするための方法を考えます。

本研修のねらい

本研修のゴール

研修を有意義な時間にするために

章・ページのポイントを示しています。
おおよその内容をつかんでください。

研修・章のゴールを示しています。

理解を助けるヒントを示しています。

理解を促進するための補足を示して
います。参考にしてください。

演習を示しています。個人演習や
グループワークで理解を深めます。

研修で学んだことを実行に移す方法
を示しています。

研修・章のまとめを示しています。学
んだことを再度整理しましょう。

マークの説明

講師からのアドバイスです。

① 研修には積極的に参加して、グループ共有などはできる限り発言し、理解を深め
るようにしてください。

② 分からないことは講師に質問して、疑問を残さないようにしてください。

③ 気分が悪い・空調が強い・スクリーンが見えにくいなどありましたら、講師・事務
局まで伝えてください。

④ 携帯電話は、電源をオフにするかマナーモードにしてください。

⑤ ノートパソコン・スマートフォン・タブレット・携帯電話などの使用は遠慮してくださ
い。
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アイスブレイク①

パワーハラスメント（以下パワハラ）、セクシャルハラスメント（以下セクハラ）について、
普段気を配ってることを共有しましょう。

パワハラについて気を配っていること

パワハラについて、「パワハラかもしれないと思って行動を控えていること」「パワハラ
かなと思いながらも敢えて部下指導のためにやっていること」を記入してください。個
人演習後に、グループでお互いの意見・考え方を共有しましょう。

パワハラかもしれないと思って
行動を控えていること

パワハラかなと思いながらも
敢えて部下指導のためにやっていること

個
人
演
習

例）指導するときは、人前ではなく個別に話をして
いる

例）叱るときは、怒りにならないように気をつけな
がらしっかり指導している

グ
ル
ー
プ
共
有

パワハラと部下指導の境目の判断は難しいところです。上記の演習でグループ共有
しながら感じたことを記入してください。また、自分ではパワハラ傾向・過剰反応傾向※

どのあたりでコミュニケーションしているかの自己評価をしてください。

※過剰反応傾向とは、パワハラに過剰に反応して、部下との関りを控えている傾向の意味です。

個人演習（メモ）

個人演習（自己評価に○をつける）

パワハラ
傾向

過剰反応
傾向
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職場におけるハラスメント対応①

ハラスメントとは何か

ハラスメントとは何か、ハラスメントが与える影響について理解するとともに、職場に
おけるパワハラ対策やセクハラ対策の関係指針を理解します。

ハラスメント（Harassment）とは、「嫌がらせ、いじめ」を指し、他者に
対する発言や行動などが、本人の意図に関係なく、相手を不快にさ
せたり、尊厳を傷つけたり、不利益や脅威を与えることです。

下記のように、ハラスメントは、被害者・加害者・会社のそれぞれに大きな損失を与えます。で
きる限りハラスメントを未然に防ぐように、会社として具体的な取り組みが求められています。

ハラスメントが与える影響

被害者

職場は人生の中でも、多くの時間を過ごす場所です。ハラスメントを受けることに
より、人格を傷つけられたり、仕事への意欲をなくしたり、人間関係を絶たれたり
することの痛み・苦しみは計り知れません。こうしたことは、心の病へと問題が発
展したり、被害者が休職や退職に追い込まれたりすることがあります。

加害者

ハラスメントを行った人は、社内の信用を低下させることになりかねません。場合
によっては、懲戒処分や訴訟のリスクを抱えることにもなり、加害者本人の居場所
が失われる結果を招いてしまうかもしれません。ハラスメントを行った人の人生も
狂う可能性があります。

会社

職場でのハラスメントに関して、周囲の人たちがそうした事実を知ることで、仕事
への意欲が低下し、職場全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
また、企業がハラスメントを放置した場合は、裁判で責任を問われる可能性もあり
ます。

本日は、パワハラ・セクハラについて学んでいきます。まず、パワハラとセクハラの違いと特徴
を解説します。特に、パワハラ・セクハラの判断基準については、大きく解釈が異なります。

パワハラとセクハラの違いと特徴

定義 判断基準

パワハラ
とは

職場で自分の地位や権限を利用して、
相手に対して嫌がらせやいじめをするこ
とです。上司から部下、先輩から後輩、
正規雇用社員から非正規雇用社員など、
さまざまなパターンがあります。

「受け手が不快に感じたら即パワハラ」という
基準にすると、上司が部下に対して、指導・叱
責ができなくなります。よって、事例を学びな
がら、判断基準を養うことが大切です。

セクハラ
とは

職場で性的な発言や行動で、嫌がらせ
やいじめをすることです。男性から女性、
女性から男性、同性同士などさまざまな
パターンがあります。

パワハラと比較して、セクハラは原則として「受
け手が不快に感じたら即セクハラ」と評価され
ます。つまり、同じ行為をしても、人によってセ
クハラになったり、ならなかったりします。誤解
されるような行為は避けましょう。
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パワハラとは何か？①

平成24年1月30日、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキン
グ・グループ報告」によると、職場のパワハラとは以下とされています。

パワハラの定義

出典）『あかるい職場応援団』 厚生労働省を一部変更

ここでは、パワハラの定義とパワハラの行為類型を理解するとともに、事例を通して
パワハラを理解していきます。

厚生労働省調査の
『職場のパワーハラスメント
に関する実態調査報告書』
によると、パワハラを受けた
経験がある人について、パ
ワハラの行為類型別のアン
ケート結果は下記のとおりで
す。
パワハラの内容について
は、「精神的な攻撃」が極め
て多いことがわかります。

職場で受けたパワハラ行為類型

上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に
対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれます。職場のパワハラの行為類型は以下
のとおりです。

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。

出典）『平成28年度 職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書』 厚生労働省
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パワハラかどうかの判断基準を持つ②

これまで、パワハラ防止のための指針の確認や動画からパワハラの事例を研究して
きました。自分の職場にあてはめて、ハラスメントに該当すると思う場合は○をつけ
てください。個人演習後に、グループでお互いの意見・考え方を共有しましょう。

自分たちの職場でのパワハラ基準を明確にする

No 項目

個人
演習

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
共有

全体
共有

ハラスメントに該当する
と思うものに○をつける

例 部下を叱責しながら、近くにあったものさしで頭を叩く ○

1
残業や休日出勤が続いている部下に、「効率悪いよね。もっと生産性上げ
て」と指導する

○

2 手間がかかる部下に、「今日はもう仕事しなくていいよ」と言う ○

3 ｢説明しても分からないだろう」と、1人だけ打ち合わせから外す ○

4
顧客からの苦情について、部下の説明を疑い、部下の意見を聴こうとせず、
部下に責任を押し付けた

△

5
部下が業務の相談をしている時、パソコンに向かったままで視線を合わせな
い

△

6 個人的な趣味・嗜好について嫌がっているにもかかわらず、必要以上に聞く ○

7 部下が作成した資料について、「センスないなー。全然ダメ」と全否定する ○

8
同じミスを犯す部下に対して、「何回言ったら理解できるのかな。これで何回
目だと思うの」と何度も言う

○

9 気分によって指示・判断が変わる △

10 1つのミスについて、過去の話を蒸し返しながら叱責する ○
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パワハラを予防するために①

仕事中にこのような心の状態になったら注意する必要がある項目をまとめました。

自分に当てはまるものをチェックしてください。

パワハラに至るまでのステップ

パワハラ加害者は、いきなりパワハラ行為に走るわけではありません。ここでは、パ
ワハラに至るまでのステップを理解するとともに、パワハラ加害者になりがちな人の
心の状態を理解することでパワハラを防止するポイントを学びます。

多くのパワハラ加害者は、悪意をもって傷つけたいと思っているわけではありません。一方で、
自分の成功体験を部下に押し付けがちというマイナス面を持っています。上司・先輩という立場
から、自分が思ったことを言える部下・後輩に対して、まずは良かれと思い、叱咤激励からス
タートします。これを続けていくうちに、上司・先輩が、部下・後輩に対する怒りの感情を強め、
過剰な言動へとエスカレートしてしまうのです。一般的に下記のようなステップで、パワハラへと
つながっていきます。

パワハラ予備軍チェックリスト

出典）『あかるい職場応援団』 厚生労働省

№ 診断項目 チェック

1 部下や年下の人から意見を言われたり、口答えをされたりするとイラッとする。 □

2 自分が間違っていたとしても、部下に対して謝ることはない。 □

3 自分は短気で怒りっぽいと思う。 □

4 感情的になって、すぐその場で叱っている。 □

5 厳しく指導をしないと、人は育たないと思っている。 □
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セクハラ予防チェック①

セクハラ予備軍チェックリスト

セクハラを起こす可能性がある予備軍チェックリストを用意しました。まずは、自分が
あてはまる部分にチェックを入れてください。

上記のセクハラ予備軍チェックリストをつけてみて、感じたこと・気づいたことを記入し
てください。グループ共有はしませんので、感じたままを記入してください。

セクハラを予防するために、セクハラの加害者にならないために気を配ることや、セ
クハラが起きそうな現場に居合わせたときの対処方法を考えます。

セクハラ予備軍チェックリストの振り返り

例）お酒を飲んだときに理性を失うことがあるので、会社のメンバーで飲むときはアルコールの量を抑える

№ 診断項目 チェック

1 可愛い異性・カッコいい異性は、多少贔屓（ひいき）することがある。 □

2 私生活での秘密などを、暴露したり話題にしたりすることが楽しいと思う。 □

3 相手は、性的な冗談を楽しんでいると思うことがある。 □

4 異性に対して、お酒のお酌やカラオケでのデュエットを執拗に誘うことがある。 □

5 肩をもんだり、軽く触ったりするぐらいなら、コミュニケーションの範疇だと思う。 □
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ケーススタディ（配布資料）

◼ 自部署は、自分とメンバー3名で構成され、お客様対応の窓口である。お客様対応のため、
断りにくい業務も多く、どうしても残業が発生しがちである。メンバーの1名が育休に入るが、
人事部門からは補充ができないと回答があった。2名で対応するのは、無理だと承知してい
るが、「無理を承知で乗り切ろう」と2名には話をした。

この行為はパワハラに該当するでしょうか？しないでしょうか？

パワハラ事例：ケースA（メンバーの退職）

◼ 私たちの職場は、アパレル関係の部署であり、女性だけなので、プライベートな話に盛り上
がることがしばしばある。新入社員歓迎の懇親会で、職場の先輩が新人に対して、「彼氏い
るの？」「彼氏とはどこまでいってるの？」など聞いたりしている。休憩中は、「コロコロ男が変
わってる」「隣の職場の○○さんとデキてる」などうわさ話が蔓延しやすい職場である。

この場合、上司としてどのように対応したら良いでしょうか？

セクハラ事例：ケースD（うわさ話が蔓延する職場）

◼ 私たちの部署は、○○地区の営業を担っており、女性中心で若いメンバーが多い。日常の
業務のやり取りもLINE中心に行っている。あるとき、新入社員の女性メンバーが初めて大型
の受注を報告してきた。褒めるつもりで、ハグしているスタンプを送ったら、「セクハラです」と
言われた。

この行為はセクハラに該当するでしょうか？しないでしょうか？

セクハラ事例：ケースE（褒めたつもりのLINEスタンプ）
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リーズナブルな価格で効果的な内製化を短時間で実現する

30種類以上の研修コンテンツ。

テキスト・スライド・講師マニュアルなど

研修に必要なツールが揃っています。

新人から管理職まで
幅広く研修内製化1

社内の講師が効果的な研修を実施できるコンテンツサービスです

テキストや講師用マニュアルに沿って進め

るだけで、講師の経験や力量に関わらず、

効果の高い対話型研修が可能です。

やらされ感ない研修が
社内講師でも実施可能2

オンライン研修にも活用可能。社内講師向

けの動画・テキスト、弊社スタッフによる

無料フォローアップで内製化を支援します。

オンライン研修に対応、
内製化サポート充実3

┃研修ラインナップ

※全コンテンツ使用できる「使い放題プラン」もあります。
詳細はお問い合わせください。表示価格はすべて税抜価格です。

┃サービス料金（従量制プラン）

社内研修支援サービス

┃研修キット内容

101 給料と評価の基礎知識

102 ビジネスマナー

104 コミュニケーション（職場の人間関係を築く編）

105 コンプライアンス（法令遵守・ビジネスモラル編）

106 コミュニケーション（仕事の受け方・報連相編）

107 仕事の進め方（優先順位・PDCA編）

109 新入社員スキル定着研修（体験学習・主体性発揮編）

111 自分を守るメンタルヘルス（基礎知識・自己管理編）

112 新入社員フォローアップ（振り返り・マインドリセット編）

113 新入社員・若手社員の心の成長研修

201 OJT（後輩育成編）

202 ティーチング＆コーチング（後輩指導編）

203 プレゼンテーション（わかりやすい資料作成編）

204 被評価者研修（セルフマネジメント編）

206 プレゼンテーション（伝え方の技術編）

207 ファシリテーション（意見の引き出し・合意形成編）

210 ロジカルシンキング（基礎編）

301 若手社員研修（段取り力・コミュニケーション編）

303 リーダー研修（意思決定力強化編）

304 若手社員フォローアップ（レジリエンス強化編）

若手社員向け

新入社員向け

205 ロジカルシンキング（論理的思考・フレームワーク編）

208 財務会計基礎（財務諸表・PL編）

209 財務会計基礎（BS・CF編）

213 生産性の高い会議の進め方

216 企業経営論（基礎編）

302 中核社員研修（PDCA・組織コミュニケーション編）

401 労務管理（基礎知識・働き方改革対応編）

402 評価者研修（目標設定編）

403 評価者研修（評価・フィードバック編）

404 部下・職場を守るメンタルヘルス（メンタルヘルスマネジメント編)

405 パワハラ・セクハラ（基礎知識・パワハラ防止法と対策編)

406 コンプライアンス（コンプライアンスマネジメント編）

407 マネジメント（組織マネジメント編）

409 マネジメント（方針策定・イノベーション編）

411 目標管理マニュアル

420 マネジメント（方針策定・展開編）

423 マネジメント（PDCAサイクル編）

中堅社員向け

管理職向け

※2023年4月現在の情報です。

http://www.growthen.co.jp/
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