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あいあいプラザ

労務管理研修会
「総合労働相談コーナーでの
相談事例と対応について」

～助言指導・斡旋事例、解決の方法と留意点等～
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令和３年度 福井労働局
個別労働紛争解決制度
等の施行状況について
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3プレスリリース Ｐ１（表紙）



4プレスリリース Ｐ２（上段）



5プレスリリース Ｐ２（下段）



6プレスリリース Ｐ７（上段）



助言・指導、
あっせん事例
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助言・指導の事例（福井局）

プレスリリース Ｐ５
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助言・指導の事例（福井局）
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あっせんの事例（福井局）

プレスリリース Ｐ６
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あっせんの事例（福井局）

プレスリリース Ｐ６
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助言・指導の事例（本省）
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助言・指導の事例（本省）
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助言・指導の事例（本省）
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助言・指導の事例（本省）
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あっせんの事例（本省）
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あっせんの事例（本省）
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あっせんの事例（本省）
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あっせんの事例（本省）



今年度のあっせん
事例について
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21

あっせんの事例（今年度）
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あっせんの事例（今年度）



労働施策総合推進法
について
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パワーハラスメント
のニュースについて
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最近のニュース

「賞状」を「症状」ともじり侮辱“パワハラで自殺”遺族が提訴
青森県の住宅会社の男性社員が、上司から勤務成績を表彰する「賞状」を、病気の

「症状」ともじり「大した成績を残さず、あーあって感じ」などと侮辱することばを書いて
渡されるなどのパワハラを繰り返された末、自殺したとして、遺族がこの会社などに対
して８０００万円余りの損害賠償を求める訴えを起こしました。訴えを起こしたのは、４
年前に自殺した青森県八戸市の住宅会社の４０代の男性社員の遺族です。

訴えによりますと、男性は青森支店の住宅販売課で営業職として勤務していました
が、上司から「おまえはばかか」などのメッセージを繰り返し送られたほか、新年会の
席では、勤務成績を表彰する「賞状」を病気の「症状」ともじり「大した成績を残さず、
あーあって感じ」などと侮辱する内容を書いた紙を渡されたということです。
男性は、その１か月後に精神的な病気を患って自殺したということです。

遺族は「パワハラ行為を防止する具体的な措置を講じる注意義務を怠った」などと主
張し、会社と社長に８０００万円余りの損害賠償を求めています。

男性の妻は「愛する人を失い、立ち直れないほどの悲しみは今も続いている。社員
に長年パワハラを続けていたことがとても残念で、腹立たしく思っている」とコメントして
います。 提訴を受け、会社はホームページ上にコメントを掲載し「本件を重く受け止
め、最大限誠意ある対応をとる所存です。現在、原因の調査並びに再発防止策の取
りまとめを進めており、取りまとめ次第、速やかに公表させていただきます」としていま
す。 出典元：ＮＨＫニュース 令和４年６月２３日
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最近のニュース

パワハラ自殺、遺族と和解 侮辱「賞状」騒動の住宅会社
が責任認め謝罪

青森市の４０代男性が自殺したのは職場のパワハラや長時間労働が原
因だったとして、遺族が住宅会社などに約８千万円の損害賠償を求めて
いた青森地裁の訴訟で、遺族側弁護士は２６日、裁判外で和解が成立し
たと明らかにした。和解は２３日付。支払い済みの和解金の額は非公表
で、会社側が全面的に責任を認め、遺族に謝罪する。遺族側は２６日付
で訴えを取り下げた。

訴状などによると、注文住宅の営業担当だった男性は会社の新年会で、
賞状を模した書面に「今まで大した成績を残さず、あーあって感じ」な
どと侮辱する内容が書かれた「症状」を渡されていた。さらにパワハラ
や長時間労働もあり、男性は２０１８年２月に重度のうつ病を発症、自
殺したとしている。遺族側弁護士によると、和解条項には①謝罪文と合
意内容を会社のホームページに掲載する②今後３年間に年１回、全ての
役員、従業員で今回の自殺を考える集会を開く―なども盛り込まれた。

出典元：産経ニュース 令和４年８月２６日
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最近のニュース

元店長が“パワハラ” 殴られ骨折も・・・会社は既に処分
ファミリーレストランで働く男性が、店の元店長から殴る蹴るなどの暴行をされ、パワハラ

を受けたと告発しました。この店では、調理場から怒鳴り声がすると利用客からクレームも
あったということです。2年ほど前から、元店長による“パワハラ”を受けていたというのです。

（パワハラ被害を訴える従業員の男性）「毎日のように（元店長から）怒鳴られ罵倒され殴ら
れ、胸ぐらをつかまれたりして、日々生きるのが辛かったです」「心も体もすごいボロボロで
した」「物を投げたり、ゴミ箱蹴ったり、パワハラだったり。あとは発言ですかね、『死ね』とか
『テメー』とか」。 去年8月には、アルバイト従業員がミスをすると、元店長が男性の“管理

不足だ”として、ネクタイを引っ張り、控室へ。そして、壁に押しつけ、こう言ったといいます。
「どんだけ、無駄なことをやっているかわかっているのか」男性は元店長に殴られ、右肋骨
を折るケガをしたということです。その後も、繰り返されたという暴力。別の従業員が止めよ
うとすると…元店長「こいつは動物だから、痛みを与えねえとわからねえから」、男性が営
業中、トイレに行った際は…元店長「おむつはいて出勤すれば」

労働組合によりますと、店の利用客から、「調理場で男性の怒鳴り声がする」などのク
レームが相次いでいたということです。

会社は、男性が訴える暴行や暴言は事実と認めた上で、店長をハラスメント等の社内規
定違反行為で処分したということです。その上で、「ハラスメント研修等の一層の強化と再
発防止の徹底に努めてまいります」とコメントしています。男性側は傷害罪で告訴すること
にしています。

出典元：ＹＡＨＯＯニュース 令和４年７月２２日 36



最近のニュース

「昆虫と一緒だ」など発言 学校法人理事長パワハラ認定
名古屋市で私立中学と高校を運営する学校法人の理事長が職員

に「何も考えないのは昆虫と一緒だ」などと発言し調査に当たった第
三者委員会はパワーハラスメントに当たると認定しました。 理事長
は今月、減給処分を受けました。

２年前、名古屋市東区で中学・高校を運営する学校法人で５０代の
職員が７０代の理事長から暴言を吐かれているという情報が寄せら
れました。 その為ため、理事長が弁護士で作る第三者委員会を設
置して調査を進めた結果、理事長が職員に対し、「何も考えないのは
昆虫と一緒だ」などと発言していたことが分かりました。 第三者委員
会はこの発言がパワーハラスメントに当たると認定し、今月、理事会
に報告書を提出しました。

これを受けて理事長は今月１９日付で理事長の減給３か月の処分
としました。学校法人は「生徒や保護者の皆様をはじめ関係者に多
大なご心配をかけた。深くおわび申し上げます」とコメントしています。

出典元：ＮＨＫニュース 令和４年７月２９日
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最近のニュース 警察官拳銃自殺裁判 県に賠償命じる判決

６年前拳銃で自殺した２５歳の巡査の両親が、精神的に追い詰められていたのに、拳銃を所
持させたことが自殺につながったとして損害賠償を求めていた裁判で、裁判所は２９日、両親
の訴えを認め、県におよそ５，５００万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。

６年前、警察署に勤務していた巡査（当時２５歳）が署内のトイレで拳銃を使って自殺しました。
両親は上司や先輩からの暴力や暴言といったパワハラを受け、精神的に追い詰められていた
のに、拳銃を持たせて勤務させたことが自殺につなかったとして、県に５，５００万円余りの損
害賠償を求めていました。一方、被告の県は「拳銃で自殺することは予見できなかった」などと
訴えを退けるよう求めていました。

２９日の判決で、裁判長は「パワハラがあったかどうかに関わらず仕事を辞めるかどうかまで
追い込まれ、精神に不調をきたしていた。県警側は事情を聞いたり、経過を観察したりせずに
拳銃を貸与していて、危険が生じるおそれがないと確認する義務を怠った」などとして、請求ど
おり県に５，５００万円余りの支払いを命じる判決と言い渡しました。

判決のあと、被災者の両親が会見を開き、母親は「裁判が進むについて我が子の身に起き
た様々なことを知りましたが、知れば知るほど胸が締め付けられ、つらく苦しい戦いでした」と
涙ながらに話しました。 そして、「ハラスメントで若者がつらい思いをすることが二度とないよう
に、組織はひとりひとりの大切な心と命を尊重し守る義務を再確認していただきたいです」と話
していました。判決について、県は「当方の主張が認められず残念です、判決内容を十分に検
討し、関係部署と協議のうえ、適切に対応します」とコメントしています。

出典元：ＮＨＫニュース 令和４年７月２９日
38



最近のニュース

パワハラ自殺で賠償訴訟 会社側は訴えを全面的に認める

３年前、豊後大野市の家具の製造工場で、当時勤務していた男性が自殺したのは、上
司によるパワーハラスメントが原因だったとして、男性の両親が工場の本社などに対して
損害賠償を求めた裁判で、会社側は訴えを全面的に認め、４日で裁判が終わりました。

豊後大野市にある家具の製造工場で勤務していた当時２１歳の男性は、３年前の８月、
農薬を飲んで自殺しました。

これについて両親は上司からのパワーハラスメントが原因だったとして、愛知県にある
工場の本社などを相手に、あわせて８９００万円あまりの損害賠償を求めて提訴していま
した。

男性の自殺について、豊後大野労働基準監督署は去年１２月、「上司からの必要以上
の叱責があり、うつ病を発症していた」として労災認定しています。

４日は、大分地方裁判所で初めての口頭弁論が開かれ、この中で家具会社の社長が
「指導を超えたハラスメントがあり、責任はすべてわれわれにある。２度と同じことを起こさ
ぬよう精進したい」と述べ、訴えを全面的に認める「認諾」の手続きを取りました。

この結果、裁判はこの日で終わりました。 裁判のあと原告の父親は、「勝訴はしたが
事実関係が明らかになっていないので、納得できたわけではない」と話していました。
一方、家具会社の社長は、「意見陳述で述べたとおりです。今後遺族に対し真摯に向き
合いたい」と話していました。

出典元：ＮＨＫニュース 令和４年８月４日
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最近のニュース

「野良犬」「ごみ」「ウクライナも悪い」…ウクライナ人女性
がパワハラで元勤務先を提訴
上司から繰り返しパワーハラスメントを受け、鬱状態になったとして奈良県内に住む

ウクライナ人女性（２７）が９日、勤務先だったヘリ運航会社（東京都）に５５０万円の損
害賠償を求める訴訟を奈良地裁に起こした。

訴状によると、女性は平成３０年８月から同社の奈良市内の営業所で契約社員とし
て働き、資材調達業務に従事。令和２年１月ごろから、上司の男性課長からパワハラ
を受けるようになり「まるで野良犬や、気持ち悪い」「ごみに見えるこいつ」などと日常
的に暴言を浴びせられ、３年５月に鬱状態と診断された。

また女性はロシアのウクライナ侵攻後、帰国後に国家反逆罪に問われる恐れがあ
るため、会社側の了承を得てロシアが関連する取引業務から外れていたが、課長は
「仕事を選ぶ人間」とするメールを他の従業員や女性に一斉送信。営業所内で「ウク
ライナも悪い」などと発言した。

女性は今年７月末に雇用契約が満了。更新はされず不当な雇い止めにあったとし
ている。提訴後に会見した女性は、両親が今もウクライナに残り、弟は徴兵されてい
るといい「明日家族がいなくなってもおかしくない状況。人間に言える言葉ではない」と
話した。
ヘリ運航会社は「弁護士に対応を任せているのでコメントできない」としている。

出典元：産経ニュース 令和４年９月９日
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最近のニュース

ウクライナ人女性 パワハラ被害訴え 会社側が解決金 和解成立
奈良県内に住むウクライナ人の女性が、ロシア関係の仕事から外してもらうよう要

望したことをめぐって、勤務先の上司からパワハラを受けたと訴えた裁判は、会社側
が解決金を支払うことで、和解が成立しました。

東京に本社があるヘリコプター運航会社の奈良市にある営業所で働いていたウクラ
イナ人の27歳の女性は、ウクライナの法律でロシアとの商取引に関わった場合、反

逆罪に問われるおそれがあるため、ロシア関係の仕事から外してもらうよう会社に要
望していました。

しかし、男性上司から「仕事を選ぶ人間」などと書かれたメールをほかの従業員に送
られるなどのパワハラを受けうつ状態と診断されたとして、会社に対し550万円の損
害賠償を求める訴えを、ことし9月、奈良地方裁判所に起こしていました。
女性の代理人の弁護士によりますと、先月31日付けで会社側が解決金を支払うこ

とで和解が成立したということです。

女性は「裁判が長引くと生活に影響が出ると考え、和解を受け入れることにしました
が、私が受けた心の傷は今でも残っています」と話しています。

一方、会社側は、パワハラがあったことを認めたうえで「このようなことが起き女性に
は申し訳なく思っている。社員が困りごとを相談できる専用の電話窓口などを新たに
設置し、再発防止に努めていく」と話しています。

出典元：NHKニュース 令和４年１１月８日
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最近のニュース

トランスジェンダー社員に上司「戸籍の性別変更を」…「ＳＯＧＩ
ハラ」でうつ病、労災認定
心と体の性が一致しない「トランスジェンダー」の４０歳代会社員が、勤務先の職場で性

自認を侮辱する「 ＳＯＧＩソジ ハラスメント（ＳＯＧＩハラ）」により、うつ病を発症したとして、
神奈川県内の労働基準監督署から労災と認定されていたことがわかった。認定は６月３
０日付。代理人弁護士によると、ＳＯＧＩハラによる労災認定が明らかになるのは、全国
的にも珍しいという。
会社員は戸籍上の性は男性で、性自認は女性。２００６年に神奈川県内の大手製造

会社に就職し、１７年に職場で性自認を公表した。
会社員が情報開示請求で入手した労災認定を巡る調査書によると、会社側は会社員

を女性として扱い、敬称を「さん」とするよう従業員に周知した。その後、指導役だった上
司との関係が悪化。１８年４月、別の管理職を交えた話し合いの場で、会社員が上司か
ら「彼」と呼ばれたことに抗議すると、上司は「戸籍上の性別変更をしてから言いなさい」
と発言した。「女性らしく見られたいなら、こまやかな心遣いが必要」とも言われた。この
席で、上司は会社員のことを何度も「彼」と呼び、数日後の話し合いでも「くん」の敬称で
５回呼んだという。
会社員はその後、体調を崩した。医療機関で睡眠障害や、うつ病と診断され、１８年１

２月から休職した。
出典元：読売新聞 令和４年１１月９日 42



最近のニュース

トランスジェンダー社員に上司「戸籍の性別変更を」…「ＳＯＧＩ
ハラ」でうつ病、労災認定
労基署はこうした上司の発言を「性自認に関する侮辱的な言動。本人の人格を否定す

る精神的攻撃で、 執拗しつよう に行われた」と指摘。会社員に強い心理的な負荷がか
かり、うつ病を発症したとして、労災認定した。会社員は２１年９月に復職している。
読売新聞の取材に会社員は、自身の性自認に違和感を覚え、髪を伸ばすようになると、

上司から「髪を切れば」と言われ、苦痛になっていったことも明かした。会社員は「上司か
ら暴言があった時は存在を分かってもらえないことがつらく、その場で泣くほどだった。
性自認は自分でコントロールできるものではなく、職場の理解が不可欠だ」と訴えた。
会社員の労災申請の代理人を務めた代理人弁護士は「長時間労働など他の要因が

なく、ＳＯＧＩハラのみで労災を認定した判断は評価できる。今回の認定により、ＳＯＧＩハ
ラを含むハラスメント対策がさらに進むことを願う」と話した。
会社員が勤める大手製造会社は「労災が認定されたことは重く受け止めている。同様

の問題が起きないよう再発防止に取り組む」とコメントしている。

◆ＳＯＧＩハラスメント ＝恋愛対象などの性的指向（Ｓｅｘｕａｌ Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ）や性自認
（Ｇｅｎｄｅｒ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を侮辱する行為。職場や学校で、こうした行為に悩まされてきた性
的少数者らが２０１７年に定義した。許可なく他人の性自認や性的指向を公表する「アウ
ティング」なども含まれる。

出典元：読売新聞 令和４年１１月９日 43


