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厚生労働省ワーキンググループがまとめた職場のパワーハラスメントの定義と対策 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

厚生労働省は 1月 30日、職場における「パワーハラスメント」の定義を発表し、報告書をネット上で公

開しました。パワーハラスメントの対象には、上司から部下への行為だけでなく、同僚間や部下から上司

への行為も含むとのことです。報告書には、パワーハラスメントに当たる具体的行為を 6つに類型に分類

し提示しています。職場の人間関係から精神的疾患を労災か否かはその負荷がどうであったかが問題にな

りますが、業務の適正は範疇を超えて、あるいは職位間の優位性を背景として精神的・身体的苦痛を与え

る行為をパワーハラスメントと定義する中、より具体的に定義づけをされています。 

 

職場のパワーハラスメントに当たる行為 

・暴行・傷害（身体的な攻撃） 

・脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言（精神的な攻撃） 

・隔離・仲間外し・無視（人間関係からの切り離し） 

・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（過大な要求） 

・業務上の合理性なく、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 

・私的なことに過度に立ち入ること（個の侵害） 

 

報告書の中には、パワーハラスメントの現状やその影響、予防や解決策の一例などもまとめられていま

す。 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd-att/2r98520000021hlu.pdf 

報告概要 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd-att/2r985200000234vq.pdf 

 

岩波書店の縁故採用「問題なし」厚労相見解 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岩波書店が 2013 年度の社員募集において応募条件に「著者や社員の紹介」を掲げていた問題に関し

て、小宮山厚生労働大臣は「現時点では問題はない」との見解を明らかにした。紹介を得ることが難しい

希望者であっても応募ができるように岩波書店側が改めたことがわかったためだとしている。 

〔関連リンク〕 岩波書店の募集採用に関する事実関係の把握について 
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000022xqn.html 

 

「65 歳までの再雇用義務付け」法案提出へ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

労働政策審議会（厚生労働大臣の諮問機関）は、希望する者全員の 65歳までの再雇用制度導入を企業に

義務付けることなどを盛り込んだ「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要

綱」について、「おおむね妥当」とした雇用対策基本問題部会報告を了承し、小宮山厚生労働大臣に答申

を行った。厚生労働省では、現在開会中の通常国会に改正法案を提出する予定。 

〔関連リンク〕「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」～ 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000023f0k.html 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd-att/2r98520000021hlu.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd-att/2r985200000234vq.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000022xqn.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000023f0k.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近の労働関係の裁判例から 
 

◆「期間満了を理由とする雇止め」をめぐる裁判例 

京都市にある大学が、期間満了を理由として雇用契約を更新しなかったのは不当であるとして、元助手

の女性が雇用の継続などを求めていた訴訟は、大学がこの女性を今年４月から新たに１年間雇用する

（契約更新なし）との内容で、京都地裁で和解が行われました。（2011 年 12 月 22 日） 

この女性は、2007 年４月から「契約期間３年」で勤務していましたが、2010 年３月末に雇止めさ

れました。採用時に「よほどの不祥事がなければ１回は契約更新される」との説明を受けていたことか

ら、提訴していたものです。 

女性は「教員の使い捨てに異議を申し立てたかった。非正規教員の問題は全国で広がっているが多くの

教員は泣き寝入りしている」と話しており、大学側は「裁判の長期化は望ましくないと判断した」と話

しているそうです。 

 

◆「過労死」をめぐる裁判例 

新聞社の記者だった男性が糖尿病の悪化により死亡したのは過労が原因だったとして、この男性の父親

が労災と認定しなかった国の処分の取消しを求めていた訴訟（控訴審）で、東京高裁は、一審の東京地

裁判決（請求棄却）を支持し、控訴を棄却しました。（2012 年 1月 25 日） 

裁判長は、業務内容を「精神的・身体的に著しく負担が大きかった」と認定しましたが、ストレスと糖

尿病悪化の関係は「医学的知見が定まっていない」とし、業務と死亡との因果関係を否定しました。 

この男性は 1984 年に入社し、1997年６月に糖尿病の合併症が原因で死亡しました。直前の同年５

月までの半年間の時間外労働は、月平均約 134時間だったそうです。 

 

◆「育休に伴う解雇」をめぐる裁判例 

育児休業の取得を理由に解雇されたのは違法であるとして、埼玉土地家屋調査士会の元社員の女性が解

雇無効の確認などを求めていた訴訟で、さいたま地裁は、同会が請求を認める「認諾」を表明して審理

が終結しました。職場復帰と同会および同会会長が慰謝料 165万円を女性に支払うことが決まったそ

うです。（2012 年 2月 2 日） 

原告側の代理人弁護士は「泣き寝入りせずに闘った結果。より働きやすい職場になってもらいたい」と

話しているそうです。 

この女性は 2005 年８月に事務職として入社し、2009 年９月に妊娠後、切迫流産の危険があったた

め数日間休みましたが、同年 11 月以降、同会役員らに退職を勧められました。2010 年４月から産

休と育休を取得し、2011 年５月 18 日に復帰すると、そのまま解雇されていました。 

 

 

 

 

●65歳までの再雇用義務付け 2025 年度に全面導入 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

厚生労働省は、希望する者全員の 65 歳までの再雇用制度導入を企業に義務付ける内容が盛り込まれた「高

年齢者雇用安定法」の改正案概要を 15 日に民主党の部会で示し、了承された。また、16 日に労働政策審議

会の部会に要綱を提示した。2013 年４月の施行を目指しており、2025 年度に全面導入となる見通し。 

～「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」～ 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000023f0k.html 

 

●パート社保 370 万人加入で企業負担 5,400 億円増 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

厚生労働省は、パート労働者に社会保険を適用した場合、約 370 万人のパート労働者が健康保険・厚生年金

保険に加入すると、約 5,400 億円の企業負担が発生するとする試算結果を発表した。同省は対象者を段 

階的に増やす激変緩和措置をとるとしているが、流通業や中小企業は反発している。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000023f0k.html


 
 

中小企業の「後継者不在」の状況は？ 
 

◆約３分の２が「後継者不在」 

株式会社帝国データバンクでは、後継者の実態について分析可能な信用調査報告書（2008 年以降）のあ

る約 41 万社を対象に国内の後継者不在企業の実態を分析し、その結果が発表されました。 

国内企業の約３分の２に相当する企業（65.9％）が「後継者不在」となっているそうです。 

 

◆地域別に見るとどうか？ 

この調査によれば、調査対象企業（40 万 8,954 社）のうち、後継者不在企業は 26万 9,488社です。 

地域別に見てみると、「後継者不在率」の高い地域は、上位から「北海道」（71.8％）、「中国」

（71.3％）、「近畿」（68.6％）、「関東」（67.9％）、「中部」（65.6％）となっています。 

なお、沖縄県では実に 81.4％となっており、都道府県別で唯一、８割を超える結果となっています。 

 

◆業種別に見るとどうか？ 

また、別に見てみると、「後継者不在率」の高い業種の上位５つは、「サービス業」（72.1％）、「建

設業」（69.6％）、「林業・狩猟業」（69.1％）、「不動産業」（68.0％）、「卸売・小売業、飲食店」

（64.8％）となっています。 

 

◆後継者不在の原因は？ 

中小企業における「後継者不在」の原因としては、主に次のことが挙げられます。 

（１）「後を継ぐ子がいない」 

…少子化により、多くの企業には後継する子自体がいないことが原因にあります。 

（２）「子が後を継がない」 

…子が「厳しい経営環境にあえて飛び込む必要はない」と考えていることが原因にあります。 

（３）「子が後を継げない」 

…子が会社を継ごうとしても「経営能力」が備わっていないことが原因にあります。 

 

 
 

『競業他社への転職禁止』の契約は無効」との判決 
 

◆非常に大きなインパクト 

今年１月上旬、外資系の大手生命保険会社が同社の執行役員と交わした契約条項（退職後２年以内に競

合他社に就業するのを禁止し、違反した場合は退職金を支給しない）の有効性が争われた訴訟の判決が

ありました。 

この判決内容は非常にインパクトのあるものであり、新聞紙上等でも大きく報道されました。 

 

◆退職金 3,000万円の支払いを命じる 

東京地裁は、次のように判断し、元執行役員男性の請求通りに、会社に対して退職金（約 3,000万）の

支払いを命じました。 

（１）「情報の流出を防ぐ目的で競合他社へ転職を禁じるのは過大」 

（２）「職業選択の自由を不当に害している」 

（３）「契約条項は公序良俗に反して無効」 

原告側弁護士によれば、外資系企業では上記のような条項を交わすケースが多く、「名ばかり管理職と

される執行役員の転職を安易に禁じることに警鐘を鳴らす判断」としています。 

 

◆判断のポイントは？ 

一般的に、上記のような「競業他社への転職禁止」の契約は、優秀な人材とノウハウの流出防止を目的

に締結されます。 



過去にも、競合他社への転職について争われた裁判例があります。それらの判断のポイントは、次の通

りとされています。 

（１）競業他社への転職を希望する者の会社内での地位が高ければ高いほど、転職が認められない（競

業避止義務を負う）傾向にある。 

（２）転職先の競業会社の内容・場所も考慮されており、それらが近ければ近いほど転職が認められな

い（競業避止義務を負う）傾向にある。 

競業他社への転職禁止に関する契約を従業員と締結する場合、上記のことを考慮すべきだと言え

るでしょう。 

 

 

 
 

新入社員の意識を探る調査の結果 
 

◆入社後半年の意識は？ 

日本生産性本部は、2011 年度の新入社員に対し、入社半年後の意識をたずねた調査の結果を発表し

ました（今年１月 11 日）。 

 

◆７割以上の男性が「育休を取得したい」 

今回の調査から新設された「子どもが生まれたときには、育児休業を取得したい」とする質問に「そ

う思う」と回答した割合は、男性で 72.8％、女性で 95.8％、全体で 79.9％でした。 

 

◆「若いうちはフリーターでも良い」が増加 

「若いうちならフリーアルバイターの生活を送るのも悪くない」とする設問に「そう思う」との回答

は、2004 年以来ほぼ減少傾向にありましたが、前年比 11.3 ポイント増加して 35.9％になりまし

た。 

 

◆転職に関する意識は？ 

「条件の良い会社があれば、さっさと移るほうが得だ」に対し、「そう思う」とする回答が前年の秋

の調査より 12.4 ポイント増加して 40.7%となりました。 

また、転職に関して自身の考えを選択する４者択一の設問では、「転職しないにこしたことはない」

と回答する割合は 28.5％で、同調査より 2.7 ポイント増加しました。 

 

◆震災の影響は？ 

自身の気持ちについて近いものを選択する設問で、「3 月 11 日の東日本大震災が起きたことによっ

て、あなたのキャリアプランに影響はありましたか」に対し、「そう思う」とする回答が 12.6％で、

「そう思わない」とする回答が 87.4％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

病気なのに無理して出勤するとどんな影響があるか？ 
 

◆風邪をひいても休まない？休めない？ 

ある気象情報会社の調査によれば、平均的な日本人は１年に２回以上風邪をひくものの、熱が 38度

以上まで上がらないと会社や学校を休まないとのことです。 

風邪で休まない人の割合は年齢が上がるとともに高くなり、40 歳代では 35.9％にも達するそうで

す。 

 

◆出勤は「美徳」なのか？ 

上記のことについて、人事管理に詳しい専門家は「結果重視の成果主義が主流になってきたとはいえ、

日本人が持つ“多少のことがあっても出勤することが美徳だ”という考えの影響が大きく残っている」

と言います。 

多くの企業において、「プロセスにおける貢献度」や「チーム全体での成果」を重視する人事評価制

度が導入されているため、突発的な休みが言い出しにくい環境になっていることも影響しているよう

です。 

 

◆マイナス面に注目する動き 

最近では、新型インフルエンザの流行などをきっかけに、無理をして病気の社員を働かせるマイナス

面にも注目される動きが出てきました。 

社員だけではなく、扶養家族にも無料でインフルエンザの予防接種を実施したり、短時間だけ会社を

抜けて病院に行くことのできる制度を導入したりする企業もあるようです。 

 

◆「プレゼンティズム」の導入 

出社したとしても体調が悪くて普段と同様の成果が上げられず、企業に損害を与えてしまうという考

え方は、経営学で「プレゼンティズム」と呼ばれているそうです。 

例えば、花粉症であれば 4.1％、風邪であれば 4.7％も仕事の効率が落ちるそうです。企業では、組

織全体の損害をいかに抑えるかが課題となります。 

 

◆生産性を維持しつつリスクヘッジも 

約８割の家庭が常備しているといわれる総合感冒薬（風邪薬）の売上は年々縮小していますが、これ

は、頭痛や発熱など風邪の初期症状が表れると、すぐに病院に駆け込む人が増えたことが影響してい

るそうです。 

日本のビジネスパーソンには、「初期症状で病院に行く」という考え方が浸透しており、今後は、生

産性を維持しながらリスクヘッジにも役立つ「プレゼンティズム」を検討する企業も増えていきそう

です。 

 

 

 

７月１日から「改正育児・介護休業法」が全面施行 
 

◆100 人以下の事業主にも適用 

男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、2009 年に「育児・介護休業法」が改正

されました。 

これまで、従業員 100人以下の事業主には、下記の制度の適用が猶予されていましたが、７月１日

よりすべての事業主に適用されますので、注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 



 

◆短時間勤務制度（所定労働時間の短縮措置） 

（１）事業主は、３歳に満たない子を養育する社員について、本人が希望すれば利用することのでき

る「短時間勤務制度」を設けなければなりません。 

（２）「短時間勤務制度」は、就業規則に規定しているなど制度化されている必要があり、運用され

ているだけでは不十分です。 

（３）「短時間勤務制度」は、１日の所定労働時間を原則として６時間とする措置を含めなければな

りません。なお、１日の所定労働時間を６時間とする短時間勤務を選択することができる制度を設け

たうえで、その他、例えば１日の所定労働時間を７時間や５時間とする措置や、隔日勤務で所定労働

日数を短縮する措置などを併せて設けることも可能です。 

 

◆所定外労働の制限 

（１）３歳に満たない子を養育する社員が申し出た場合、事業主は、所定労働時間を超えて労働させ

てはなりません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合、事業主は従業員の請求を拒むこと

ができます。 

（２）所定外労働の制限の申出は、１回につき、１カ月以上１年以内の期間について、開始予定日と

終了予定日等を明らかにして、開始予定日までの１カ月前までに事業主に申し出る必要があり

ます。また、この申出は何回でもすることができます。 

 

◆介護休暇について 

要介護状態（負傷・疾病または身体上・精神上の障害により、２週間以上の期間にわたって常

時介護を必要とする状態）にある家族の介護や世話を行う社員は、事業主に申し出ることによ

って、介護する家族が１人ならば年に５日、２人以上ならば年に 10日まで、１日単位で休暇

を取得することができます。 

 

◆近づく全面施行を前に 

いずれの制度についても、新たに対象となる事業主はあらかじめ制度を導入したうえで、就業

規則などに記載し、従業員に周知する必要があります。 

また、適用除外とできる社員の要件などにも注意が必要です。全面施行が近づいていますので、

早急に導入に向けた準備が必要です。 

 

 

 

３月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 
 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

 

15 日 

○ 個人の青色申告の承認申請書の提出＜新規適用のもの＞［税務署］ 

○ 個人の道府県民税および市町村民税の申告［市区町村］ 

○ 個人事業税の申告［税務署］ 

○ 贈与税の申告期限＜昨年度分＞［税務署］ 

○ 所得税の確定申告書の提出［税務署］ 

○ 確定申告税額の延期の届出書の提出［税務署］ 

   

 

 



 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 
 

 

 

毎年同じことを思いますし、皆様からも同様のお話をよく耳にします。 

1 年が始まったばかりだと思っていたのに、“1月はいく”“2 月はにげる”…、早いものでもう 2 月

も終わり、このままですと又同じことを繰り返す“３月はさる”なんてことを来月も口にしているかも

しれません。 

 

冒頭に書きました「高齢者」について、 

政府は 65 歳以上を一律に「高齢者」と位置付ける現行の定義の見直しに着手する。 

5 月をめどにまとめる「高齢者社会対策大綱」で高齢者も可能な限り「支える側」にとの考え方を打ち

出す方針です。 

確かに年齢だけですべての方を「弱者」と位置付けるしくみでは、高齢者社会の我が国における現役世

代を「支える側」と位置付られ、社会保障制度は継続不可能ということになります。。。 

これには、後方が必要で、我が国の年金制度は「社会保険制度」という仕組みで作られています、よく

皆様がお考えになられます自分の支払った保険料が返ってくる「積み立て方式」ではありません。 

社会全体の高齢者を社会全体の現役世代が支える仕組み、少子高齢化で子がない人は誰が面倒を見るの

か、だれでもいつかは収入がない時が来る可能性がある、 

社会全体で支えあう、これが我が国の年金制度です。 

では、働ける間は支える側になって「弱者」を支えてこそ、成長し続けることが可能な社会が持続でき

るのだと思います、これを当の国民私たちが理解して初めて成立する制度だと思います。 

政府はまず、国民の理解を得ることに注力してほしいですよね。 

選挙のための、政治方のための、政策では説得力がなく、国民の理解なくしての政策は机上の空論でし

かなりえない、そんな風に思います。 

社会保険労務士   中田 圭子 
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