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•法人と労働者が「労働契約」を結ぶ

労働者には「働く義務」

使用者には働くことに対して「賃金を支払う義務」

双方がルールを守らなければなりません！

守らないと、「ペナルティ」があります！

働くということはどういうこと？



•労働条件の変更は、職員と使用者の合意によってなされる
ことが原則。合意なく、職員に不利益となる内容に労働条
件は変更できない。

•働く側も労働契約に関するル－ルをきちんと守らなければ
ならない。

•勤務時間内は上司に従って、誠実に職務を遂行しなければ
ならない。

•正当な理由がなく、ル－ルを守らず、秩序を乱すような行
為をした場合は、就業規則の定めにより、何らかの制裁
（懲戒処分）を受ける。
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就労時のル－ルを守って働くのが
あたりまえ‥なのに



労働法における「労働者」と「使用者」

〇 「労使関係」とは、労働者と使用者間の雇用関係
〇 使用者が労働者に対して行う管理が人事・労務管理
〇 使用者と労働者の双方に労働法の知識が必要
〇 人事・労務管理の目的は、人材の確保、安全の確保、
健康維持、働き甲斐の向上など

労働者 使用者

・職業の種類を問わず、事業また
は事務所に使用されている者で、
賃金を支払われる者
・「使用される」とは、使用者の
指揮・命令下において労務を提供
する者
・「指揮命令下」とは、指揮命令
のもとに、一定時間、一定の場所
に拘束されること

・経営一般において権限と責任を
負う者
・労働条件の決定や労務管理を行
う者
・労働基準法における権限を有す
る者



看護管理と労使問題

•実際に人事・労務管理を行うのは、部下を持つ管理職

•看護管理者の日常の人事・労務管理が重要

•トラブルの原因となりがちな問題

・欠勤、超過勤務、サービス残業、時間管理

・勤務態度、人事考課、配置転換

・賃金

・年次有給休暇

・ハラスメント、労働災害など



• 人をマネジメントすること

・職員を適正に「業務」に割り振る

• 組織の目標を共有して徹底すること

・組織の目的に向けて人を動かす

• 意思疎通のための手段であり、個人個人の責任を明確化するもの

• 常に結果を評価しながら、向上させるためのアイテム

・職員のモチベーションを醸成して能力伸長を図る

• 社会やコミュニティ、個人のニーズを満たす組織をつくること

労務管理とは



労務管理者は組織の要

•労務管理者は一定の権限を持ち、部下の管理をする役職

•施設ごと、部署ごとに期待される役割や働き方が異なるが、

一定の責任を持つ立場となる

•職員がどのように働けばいいのかを具体的に考えることが重要

•仕事の内容や進捗の把握をしながら、労働時間管理や安全衛生
を管理する

•各人のモチベーションアップを図る役割も担う



人をマネジメントする

•人をマネジメントすること

＝職員を適正に「業務」に割り振る

•組織の目標を共有して徹底すること

＝組織の目的に向けて人を動かす

•職員のモチベーションを醸成して能力伸長を図る
ための管理

•最終目標は、社会やコミュニティ、個人のニーズを満たす組織
をつくること



看護管理者として、
風通しの良い職場風土を作ろう！

•服務規程や職務規程により役割の内容を周知

•管理者に期待されている役割を明確に意識し、言語化や
文書化により、周囲に伝える

•部下のキャリア・カウンセリングにも対応（メンターと
して指導・助言、社会人としてのお手本を見せる、個人
のニーズと組織のニーズをすり合わせる役目を果たす）

•教育や研修はやる気がなければ効果は半減



労働条件の基本となるのは労働法

•「労働法」は、労働にかかわる法規の総称

（労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など）

•「労働法」を知らなければ「人」や「業務」をコント
ロールできない

•事業運営のためには、基本的なことは知っておくべき

•無意識の法令違反があってはならない

例：残業手当の正しい計算方法を知らない→賃金の未払

•意識の甘さから労務リスクに気づかない状況があって
はならない

例：他もやっているから大丈夫

→放置していると、人が離れていく

法律で決められている約束事を守ることが大前提



労働条件の明示義務

労働条件は書面で明示する！

・口頭だけの契約はトラブルの原因

・労働契約（雇用契約）の締結時に、労働条件の明示義務

・書面で明示すべき事項は省略しない

・就業規則を交付してもよい

・１年契約など、有期労働契約を結ぶ場合は、

契約更新の都度、労働条件の明示が必要！



• 上司が時間外労働を直接指示した場合

指揮命令下にあることは明らか＝労働時間

• 自主的に時間外労働をした場合

時間外労働の記録を上司に提出し、上司がそれを確認して

否定しなければ「黙示の指揮命令」

• 時間外労働の削減と生活残業（時間外手当目的残業）の防止のた
めに、時間外労働の許可制を導入し、あらかじめの承認を求める
のが望ましい

• 上司には、時間外労働申請を確認し、不要の時間外労働を認めな
いことが求められる

• 必要な時間外労働を認めないことのないように

労働時間
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時間外労働をさせるには３６協定が必要
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時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、

臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満

（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を

限度に設定する必要があります。

時間外労働には限度があります！



年次有給休暇

•年次有給休暇は、職員の勤務年数、勤務日数などに

応じて付与される休暇

•本来働く日（労働義務のある日）に、その労働が免除
され、休んでも働いたことにして賃金が支払われると
いう権利

•心身の疲労回復、労働力の維持培養が目的

ただし、取得理由は問わない

•取得を理由に不利益な取り扱いをしてはならない



年次有給休暇の時季指定義務
（厚労省ﾘｰﾌﾚｯﾄ参照）

自ら申し出て取得した日数
＋計画的付与
＋時季指定付与

≧ ５
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＊ 対象となるのは「新しく」１０日以上付与される者、繰越は入れない。
（管理監督者も対象）

＊ 取得する有給休暇は繰越分でも、新規分でもよい
＊ １０日以上与えられる付与日から１年以内に５日間
＊ １日単位と半日単位のみ、時間単位付与は含めない
＊ 独自の法定外の有給の特別休暇を、この５日間に含めることは不可
（法定の年次有給休暇日数を上乗せして付与されるものは含めてもよい）
（当該特別休暇を廃止して年次有給休暇に振替えることは望ましくない）

＊本人が取得したくないといって取らなかったとしても法違反



契約の終了（雇用関係の消滅）

① 職員の都合による自己都合退職

・職員の申出によって労働契約を終了

② 退職勧奨による合意退職

・法人からの退職の勧めに応じて自発的に合意

して退職

③ 契約期間満了や定年などによる自動終了

・期日が来て雇用関係が自動的に終了

・休職期間満了

④ 職員に辞めてもらう解雇

・法人の一方的な意思で職員との労働契約を終了
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解雇するときは予告が必要



ハラスメントに関係する法律
• 労働安全衛生法

・労働者の安全・衛生に関する管理者・責任者などを設置する義務

• 労働施策総合推進法（パワハラ防止法）

・パワハラの防止・対応に関する事業主の責務

• 男女雇用機会均等法

・セクハラ、マタハラの防止・対応に関する事業主の責務

• 育児・介護休業法

・育児休業に関するマタハラ・パタハラの防止・対応に関する

事業主の責務

・介護休業に関するケアハラの防止・対応に関する事業主の責務

• 刑法

・暴行罪、傷害罪、名誉棄損罪、侮辱罪、強制わいせつ罪

• 民法

・不法行為に基づく損害賠償



ハラスメントが問題となるのはなぜか？

• 職員への影響は？

●職場環境の悪化

●心身の健康を害し、休職等に至る

●時間と労力に大きなロス,職場復帰へのサポートコスト

• 事業への影響は？

●モラールの低下⇒生産性（仕事のパフォーマンス）の低下

⇒最終的に業績の悪化を招き、処遇がよくならず、悪循環

●人材の流出

●訴訟による賠償⇒業績の悪化

●イメージの悪化⇒採用への影響、患者の減少⇒業績の悪化

• その他

●コンプライアンス上の問題（行為者、使用者の法的責任）

民法、刑法、就業規則違反



特に行為者の責任は重い

１．民事上の責任

・民法709条の不法行為責任に基づく損害賠償を請求される可能性

・病院には民法415条の債務不履行責任（安全配慮義務違反）
に基づく損害賠償を請求される可能性

２．刑事事件として訴えられる可能性

・パワーハラスメント行為によって被害者が精神病を患った（医師の診断あ
り）場合、傷害罪に当たる可能性

・15年以下の懲役、または50万円以下の罰金などが科せられる可能性

３．裁判にならないまでも、職場内での信用や、地位を失ったり
家庭への影響、家庭の崩壊などの可能性



労働施策総合推進法改正（令和元年6月5日公布）

において求められること

• 「雇用管理上の措置義務」（第30条の２第２項）

パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラス
メントなどを防止するための対策を講じること

• ハラスメント申告等に起因する不利益取り扱いの禁止

• ハラスメントがあってはならないことについて、院内向けのメッセー
ジを示す

・事業主の責務（研修その他必要な配慮が求められる）

・労働者の責務（パワハラ等の問題に対する関心と理解を深め、

言動に必要な注意を払う）

• ハラスメントを行った場合の対処の方針と内容を就業規則や院内報で
周知する



職場で起こり得るおもなハラスメント

１．セクシュアルハラスメント

相手の意に反する性的言動

２．パワーハラスメント

立場や権限を用いたハラスメント

３．マタニティハラスメント

妊娠・出産を理由とするハラスメント

４．育児・介護ハラスメント

育児や介護に関する制度の利用を理由とするハラスメント

５．カスタマーハラスメント

患者や患者家族からのハラスメント



セクシュアルハラスメント

•「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言
動」に対する労働者の対応により、労働者が不利益を受けたり、
就業環境が害されること

•被害を受ける者の性的指向（いずれの性別を恋愛対象とする
か）、性自認（性別に対する自己認識）に関わらず性的な言動
であれば該当する

・性的な事実関係を尋ねること、性的なうわさを流布すること
・性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い
・個人的な性的体験談を話すなど
・性的な関係を強要すること
・必要なく身体へ接触すること
・わいせつ図画の配布・掲示



① 「対価型セクシュアルハラスメント」

•解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇格・昇進の対象か
ら除外される

•出張中に体を触ろうとしてきたため抵抗したことが原因で、不
利益な配置転換をされた

•日ごろから性的な発言を公然としていた上司に抗議をしたら、
降格された



② 「環境型セクシュアルハラスメント」

•事業所内で上司が胸や腰などをたびたび触り、苦痛に思って就
業意識が低下した

•上司が取引先に性的な内容の情報を意図的に流布したため、労
働者が苦痛に感じ、仕事が手につかなくなった

•同僚が業務中にアダルトサイトを閲覧しているので、それを見
ると苦痛に感じ業務に専念できない



セクハラは相手の判断による

•親しさを表すつもりで肩をたたいたら相手を不快にさせてし
まった

•相手との良好な関係ができていると勝手に思い込んで、このく
らいなら許容範囲と思ったのにそうではないかった

•相手からいつも意思表示があるわけではない（いやだと思って
も表に出せない者もいる）

•「男のくせに」「女性には無理」などの発言もセクハラになる
可能性がある

•結婚、体型、容姿、服装などに関する発言は慎重に

•ほめているつもりでもセクハラになる可能性がある



セクハラの裁判例 ① 福岡地裁判決

•概要

・上司が部下に対して、異性関係が派手であるとのうわさを流
したり、顧客先と取引がなくなったのはこの部下との男女関係
のもつれが原因などと虚偽の報告を専務に行った。結果、専務
は部下に退職を迫り、部下は同意退職した。

•判決内容

・一連の行為は部下の意に反し、最終的に退職に至らしめたも
ので、人格権を損害し職場環境を悪化させた。会社も使用者と
しての責任を負う。

慰謝料１５０万円＋弁護士費用１５万円



＜職場におけるパワーハラスメントとは＞

○ 職場において行われる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であり、①～③までの要素を全てみたすもの。

→ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しない。

職場におけるパワハラの
３要素

具体的な内容

① 優越的な関係を背景と
した言動

○ 当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者
に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行わ
れるもの
（例）
・ 職務上の地位が上位の者による言動
・ 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有して
おり、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
・ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの等

② 業務上必要かつ相当な
範囲を超えた言動

○ 社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、
又はその態様が相当でないもの

③ 労働者の就業環境が害
される

○ 当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業
環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労
働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること

○ この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状
況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できな
い程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが
適当

職場：通常勤務している場所以外でも業務を遂行する場であれば職場と解される
労働者：正規、非正規を問わず事業主が雇用するすべての労働者（派遣を含む）

令和２年１月１５日厚生労働省告示第５号パワーハラスメント

29



１．身体的な攻撃（暴力・傷害）

・書類で頭をたたく

・殴ったり、蹴ったりする

・ものを投げつける

２．精神的な攻撃（暴言・名誉棄損・侮辱）

・人格を否定するような罵詈雑言を浴びせる

・他の職員の前で無能な奴だという

・相手を罵倒・侮辱するようなメールなどを

複数の職員あてに送信する

パワハラの6つの類型



３．人間関係からの切り離し（仕事を与えない・隔離・

仲間外し・無視 ）

・気に入らない部下に仕事を与えない

・気に入らない部下を無視し会議などに参加させない

・全員対象の情報を特定の者にだけ配信しない

・気に入らない部下を他の職員から隔離する

４．過大な要求（実現不可能・無駄な業務の強要）

・大量の業務を押し付け期限内に処理するように厳命

する

・緊急性がないにもかかわらず休日出勤を強要する

・業務とは関係ない私的な雑用の処理を命じる



５．過小な要求（能力や経験とかけ離れた程度の低い

仕事を命じる）

・管理職に誰でもできる業務を行わせる

・気に入らない労働者に嫌がらせのために仕事を与

えない

６．個の侵害（私的なことに過度に立ち入る）

・職場外でも継続的に監視

・性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の個人情報

について、了解を得ずに他に暴露する



パワハラの裁判例
（広島高裁松江支部平成27年）

•医師Ｘが、過重労働や上司のパワハラによりうつ病を発症し、
自殺に至ったとして、債務不履行及び不法行為に基づき、２億
１２２０万円余り＋遅延損害金を求めた事案

← 裁判所は１億円＋遅延損害金祖支払いを命じた

•Ｘが従事していた業務それ自体が心身の極度の疲労、消耗を期
しうつ病の原因となる程度の長時間労働を強いられていたうえ、
研修医２年＋専門医１年という経験しかなく、業務が過重に
なっていたことに加えて、複数の上司からパワハラを継続的に
受けていたことが相乗的に作用して過酷な状況に陥ったものと
評価された

•本人からの申出がなくても、様子がおかしかったり欠勤が増え
たりした場合は業務軽減等の配慮が求められる＝安全配慮義務



その他のパワハラの裁判例

• 北海道Ｋ病院

新人看護師が上司からの暴言などが理由で遺書を残して自殺

「お前はお荷物だ」などと言われうつ状態に

← 現在も労災認定をめぐり係争中

• 宮城県Ｋ病院

勤務時間を短く算定されたことに納得できず面談を申し出

面談の場で机をたたいたり、解雇をほのめかしたりした

← パワハラとして訴訟を起こし和解 慰謝料支払い

• 埼玉県Ｓ病院

男性看護師間の縦社会的な人間関係により、最も先輩の男性看護師から

執拗ないじめを受け、職場でも業務依頼の範囲を超え、プライベートまで

支配され嫌がらせを受けた

←裁判を起こし賠償請求が成立



マタニティハラスメント

•事業主や人事労務権限がある担当者による「不利益取り扱い」
の禁止（男女雇用機会均等法第９条第３項、育児・介護休業法第１０条等）

•上司・同僚からの妊娠・出産等に関する言動により、就業環境
を害することがないよう防止措置を講じる義務がある（男女雇用
機会均等法第11条の２）

•育児休業・介護休業者の就業環境を害することがないように防
止措置を講じる義務がある（育児・介護休業法第25条）

・妊娠・出産、育児休業・介護休業の申出や取得を理由として解雇す
ること、降格させること、不利益な配置転換をすること、期間の定め
のある契約の更新をしないなど



マタニティハラスメントの具体例

•育児休業の取得について相談したら、「男のくせに育児休業な
んて」と言われ、取得しにくい雰囲気になっている

•上司に妊娠を報告したら、「ほかの人を雇用しなければならな
いからはやく辞めてほしい」と言われた

•「妊婦はいつ休むかわからないから大事な仕事は任せられな
い」と言われ、補助的な仕事しかやらせてもらえない

•上司や同僚から「忙しい時期に妊娠するなんて」と言われ就業
環境が害されている



マタニティハラスメントの裁判例
① 松山地裁

•概要

・准看護師として勤務する原告ＡとＢ（準職員という立場）は、
それぞれ1年契約を２回更新されたところ、３回目の更新にあ
たって妊娠を理由に更新拒否をされた。

事務長は、準職員は正職員の妊娠・病気の代替であって、準職
員が妊娠したらいらないと発言。

しかし、準職員であっても職務としては正職員と変わりなく、
契約更新拒絶には解雇法理が類推適用されると判断

•判決内容

・雇止めの理由が妊娠したためであったことと認めざるを得な
いため、妊娠を理由とするこの雇止めは無効



マタハラに該当しない例（業務上必要な例）

• この日の会議には参加してほしいのだけれど、妊婦検診の日程を変更
できますか？

（業務上の依頼や相談は強要しない限り業務上必要と判断）

✕ どうしても出てもらわないと困るから妊婦検診の日程を

変更してよ

• 具合が悪そうだけれど、大丈夫ですか？主治医から休むように言われ
ていませんか？

（妊婦の体調が悪い場合に配慮する言葉は、本人が仕事を続けたいと
思っているとしても、業務上の必要性に基づいていると判断されハラ
スメントではない）

✕ つわりがひどそうだね、辞めたほうがいいんじゃない？



患者・患者家族等からの暴力等（ペイシェン
トハラスメント）への対応のむずかしさ

•疾病に起因する暴力である場合の対応の限界がある

•職員を守る組織体制をどこまで構築できるかが鍵

•患者や患者家族の利益を優先させる看護師の姿勢

•未熟な暴力防止スキルしかない

•暴力等の事実を証明できない1人体制の夜勤

•暴力とケアのジレンマ



ペイシェントハラスメント対応

•患者や家族からの暴言や暴力、悪質なクレームなどは、職員に
心身の苦痛や精神的な屈辱感を与えてしまう

•院内におけるカスタマーハラスメントの現状把握を行い、組織
全体で安全管理体制を考えることが重要

•院内の警備・保安体制を整える（導入経費や維持管理コストも
含めて検討）

•暴言・暴力のレベルをあらかじめ想定して、それに基づいた対
処法をフローにしておくとわかりやすい

•相談窓口の設置、職員への配慮、再発防止の取組



患者が暴力をふるう原因から対策を考える

•看護師の対応への不信感を持っていないか

対応に不満を感じ、怒りや憎しみに変化

•自分の要求が通らない苛立ちが見えないか

自分が考えたことを看護師に止められ否定された気持ちに

•自分の思いをうまく表現できない苛立ちが見えないか

うまく言葉や態度で表現できずわかってもらえないと思う

•長期間の入院生活がストレスになっていないか

様々な制限のある入院生活でストレス発散は難しい

•妄想や幻覚などの疾患による症状ではないか

課題妄想や被害妄想の結果として暴言や暴力が出てしまう



患者が暴力をふるう原因から対策を考える

• まずは疾患を理解し、暴言や暴力につながる原因を取り除く

• 興奮状態にある患者や幻覚が出現していると思われる患者には一人で
は対応しない

• 疾患によっては自分がされているケアの意味が理解できない場合があ
るため、ケアや治療方法に関する説明を丁寧にする（スタッフ間で説
明方法を統一しておくと混乱しにくい）

• 過去の行動（暴言や暴力に至った状況やタイミングなど）を確認して
おく

• 医師との連携（密な情報共有を行う）

• 必要に応じて頓服薬の処方や身体拘束の指示をもらう



ハラスメントに関して事業主が講ずべき措置

１．事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

２．相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するための必要な
体制の整備

３．ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

４．ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措
置

５．プライバシーの保護、不利益取り扱いの禁止



相談対応が重要



面談において気を付けたいこと

１．最初に相談してくれたことへの感謝と、つらい気持ちへの
共感（同意ではない）を示す

２．事実の確認とハラスメントか否かの認定は異なることを伝
えてから事実確認をする

３．体調も確認し、身体への影響が出ていれば医師と連携をと
る

４．被害者が感情的になってしまうことが多いため、話せる範
囲で話してもらう（思い出すと体調が悪化する場合もある）

５．事実確認ができたら、希望する今後の措置を聞き出す。

６．加害者と面談するときには被害者の言葉だけが正しいとい
う先入観を捨てて正しい情報を引き出す

７．ハラスメントと認定されれば適切な処分を行わなければな
らないが、加害者を罰することが目的ではなく再発防止が重要
であることを認識して話す



面談において気を付けたい言葉

➢きちんと対応する意思を示さない発言

・また同じようなことがあったら相談して

・もう少し様子を見ようか

・時間が解決してくれるよ

・そのくらい我慢できるでしょ

・あの人も悪い人ではないんだよね

➢相談者の意向を退け、担当者の個人的見解を押し付けるような
発言

・大げさになると職場に居ずらくなるのでは？

・上司に謝罪させるのはどうだろう



面談において気を付けたい言葉

➢相談者にも問題があるような発言

・あなたの行動にも問題があったのでは？

・過剰反応では？

・考えすぎでは？

➢不用意な慰め

・あなたが優秀だから、将来を考えて言ったことでは？

➢行為者を一般化するような発言

・誰でもそんなものよ



なぜハラスメントが起きてしまうのか
－根幹はコミュニケーション不足－

•自分の言動で人が動くという誤解

•感情的になってしまう（コントロールが効かない）

•様々な立場の職員が一緒に働いているため、職種や雇用形態の
異なる職員を、階層の異なる職員と捉えてしまう。

＊パワーバランスがうまくいかない

•雇用形態の多様化が異質なものの排除につながる

•お互いを尊重しあう意識の欠如

•失敗が許されないことからきつい言い方になってしまう

•業務多忙によるストレス

•コミュニケーションが希薄

•古い職場の体質

•指導・教育に名を借りたいじめなど、倫理観の欠如

•個人に問題がある場合もある



コミュニケーション＝対人間の情報共有や意思の疎通

•関係性を良好にするためのもの

•ときに厳しく指導することにより、能力があるのにそれを活か
せていない部下の育成をするため

•成果を上げるためにともに行動していく中でのコミュニケー
ションにより、やる気を引き出していくため

•コミュニケーション不足による職場環境の悪化を改善するため

•仕事に対する意欲の増幅により、生産性の向上（仕事の質の向
上）を目指すため

•コミュニケーションから屈強な組織を作るため



•上司と部下は上下関係ではないという認識を持つ

•上司と部下は役割が異なるものの、職場ではパートナーである
ことを意識

•人間関係に意識を向けるのではなく、チームとしての目的に目
を向け、上司とともに実現に向けてチームで共有するという意
識を持つ

•自分から積極的にコミュニケーションをとる

•わからないことはアドバイスを求める

コミュニケーション＝対人間の情報共有や意思の疎通



「だろう」から「かもしれない」へ

相手側は自分と同じように感じるとは限らない！

「そういうつもりはなかった」は全く通用しない！

•わざわざ言わなくてもわかる「だろう」

→きちんと言わないとわからない「かもしれない」

•これくらいなら大丈夫「だろう」

→これくらいでも許されない「かもしれない」

•あやまれば許してくれる「だろう」

→謝罪するだけでは解決しない「かもしれない」



先輩の視点で
後輩とのコミュニケーションを考える

• 先輩がコミュニケーションがとりにくいと感じること

・注意すると嫌な顔をされる（ウザイと思われているのでは？）

・相手の考えていることがよくわからない

・世代間のギャップがあり自分の常識が相手には通じないような

気がする

・話しかけてこない（相談なし）

・仕事に関する報告もない

← 自分に原因はない？

すべて相手のせい？

こちらから声を掛けよう

「どこまで進んだ？」「わからないことはない？」

＊サポート役に回る気持ちでコミュニケーションをとる



・人前では絶対に叱らない

（どんなに正しいことを言っても、自尊心やプライドを傷つける

ショックを与えてしまい指導内容が伝わらなくなってしまう）

・相手によって態度を変えない

（平等に接する姿勢が大切）

・ストレスから出てしまう怒りの言葉、ネガティブ発言はしてはならない

（周囲のモチベーションを下げ、負の印象を与える）

・明確に言葉で伝える

（「あと少し」ではなく「あと〇分」等、お互いの認識が同じ

になるような指示の仕方を）

・柔らかな口調で話す

（注意でも柔らかな口調で話すと聞いてくれる。やわらかな口調

の練習 、表情の練習なども有効）

先輩の視点で
後輩とのコミュニケーションを考える



円滑なコミュニケーションをとるにはどうしたらよいか？

・後輩とは上下関係になりがち

（先輩は気軽に話しているつもりでも後輩にとっては不安）

← 後輩に話しかけられたら作業中の手を止めて、向かい合

う姿勢をとる

← まずは聞くことに徹する（傾聴）

← 話してくれたことに感謝

← 少ない時間でもなるべく後輩と話す時間を作る

← 後輩のスケジュールや仕事をできるだけ把握する

← 知りたいことをきちんと把握し、的確なアドバイスを

先輩の視点で
後輩とのコミュニケーションを考える



部下の視点で
上司とのコミュニケーションを考える

•積極的にフィードバックをもらいに行く気持ちを持つ

•年齢や職位の上下に関わらず、お互いに敬意をもって接する

•上司の話を頷きながら最後まで聞く

•こまめに報告・連絡・相談をする

•前向きに取り組む姿勢を伝える

•フィードバックを素直に受け取る



部下の視点で
上司とのコミュニケーションを考える

•自分に問題はないか考えてみる

・挨拶と返事はきちんとしているか

・サポートを受けたときなど、こまめにお礼をしているか

・自分から積極的に話しかけているか

・上司の話を集中してしっかり聞いているか

・頷きながら最後までしっかり聞いているか

・アドバイスを求めているか

・フィードバックを素直に受け入れているか

・上司の優先順位を理解し価値観を尊重しているか

・仕事への取組み方を見習っているか



重要なのは相互尊重の気持ち

• 自分も相手も尊重しながら、自分の言わんとすることをきちんと主張
できるコミュニケーションを心がけよう

• 相手を理解するために相手の認知（判断や解釈）にアプローチ

（指示を相手の認知に合わせてカスタマイズ）

• 相手の自己開示（自分の思いを素直に話す）につながる質問をする

• 相手を論破しても意味がない

• 無理やり自分の考え方を押し付けても敵を増やす

（一瞬優越感に浸れても、自分の味方を減らし、自身のフィールドを
狭くしていくだけ）



• 第一印象の改善

・姿勢を正す

・口角を上げてにこやかな声で話しかける

• 相手の話を正しく聴く

・リズムを意識して相槌を打つ

・どんな相手でも尊重し、聞き上手になる

（話す時間が6割を超えると、自分の話を聞いてくれないという

印象になる）

• 相手に正しく伝える

・「結論」→「理由」の順で説明する

• 相手の気持ちに寄り添い共感する

・相手を理解したいと思いながら話を聞く

相互尊重のポイント



相互尊重のポイント

• 聞きたがっていることから話す

• 人格や性格を否定せず、問題となる具体的な行動や内容のみに焦点を
絞って話し合う

• 誰もが行為者になり得るととらえて言動に注意する

• トラブルを起こす要因が自分に内在していないかどうかを確認してお
く

• 感情的にならないように常に意識する

• どのように改善すべきかを共に考える

• 伝わったかどうかを確認する



企業の取組事例や、裁判例等を紹介する
ハラスメント対策の総合情報サイトです。

是非ご活用ください！

職場におけるハラスメント対策の総合情報サイト
「あかるい職場応援団」

職場のハラスメント対策に取り組む企業へのインタビュー記事を掲載しています。
働きやすい職場の整備に向けて、ぜひ参考にしてください。

パンフレットや社内研修用資料など、ダウンロード資料も充実しています。
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