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会議を 通じ てパ ワーハ ラスメ ント を根 絶する ことは 難し いと 感じさ せられ た。いか に困 難
であっ ても 、経 営の 任 に当た る者 は、言葉 の 力、ビ ジョ ンの 力を 行 使して 働く 一人 ひとり
がパワ ーハ ラス メント を抑制 する 企業 文化・組織風 土を 構築 して い く努力 をす べき であ る 。
それ は 企業 活動 の活性 化にも 繋が ると 確信し ている 。
―ソニ ー銀 行株 式会社 代表取 締役 社長

石井

茂

職場に おい て立 場や職 責に か かわ らず 、一 人 ひとり の尊 厳や 人格を 尊重す る こ とが 、パ ワ
ーハラ スメ ント のない 職場を つく る鍵 である 。そ のため には 良好 な コミュ ニケ ーシ ョンの
確保と 相手 を思 いやる 気持ち が必 須で あり、 結果と して 生産 性の高 い 職 場 と な る だ ろ う 。
当たり 前の こと だが、 みんな でや り切 ってよ り良い 職場 をつ くって いこう 。
―日本 サー ビス ・流通 労働組 合連 合事 務局長

石黒

生子

職場の パワ ーハ ラスメ ントは 、言葉 とし ては 新しい が、古 くか ら存 在して いる 問題 である 。
パワー ハラ スメ ントを なくす こと で、働 き や すい職 場、働く 意欲 が 出る職 場を つく ってい
きたい 。
―株式 会社 リク ルート ワーク ス研 究所 所長

大久保

幸夫

儲けの 源泉 が情 報やサ ービス に移 って いる今 、企 業の価 値は 人の 頭 の中や 心の あり ようで
決まる 。互 いに 攻撃 し たり、無視 した りす る ことで 無駄 にな る時間 や心理 的な 損失 は計り
知れな い。それ を考 え れば、パワ ハラ を防 止 するた めの 時間 や費用 など 微 々た るも のだろ
う。
―株式 会社 クオ レ・シ ー・キ ュー ブ代 表取締 役

岡田

康子

このと ころ 、精 神科 医 の診察 室に も職 場のパ ワハラ が原 因で 心の病 に陥っ た人 たち が、大
勢やっ て来 ます 。と き には上 司も 交え て話し 合いを しま すが 、よ く 聞く言 葉が「ウ チに 限
ってそ んな こと がある わけは ない 」。ウチ の 職場は パワ ハラ に関係 ない、そう 思っ てい る
人が、 実は パワ ハラの 加害者 や被 害者 かも し れない 、と いう ことを 忘 れ な い で く だ さ い 。
―精神 科医

香山

リカ

パワハ ラだ けで なくセ クハラ を含 めて 職場の ハラス メン トを 予防し たり解 消す るた めの
鍵は 、職場 の管 理職 に ありま す。企業 とし て は、制度的 な整 備や 社 員研修 の強 化に 加えて 、
職場の 管理 職の マネ ジ メント 能力 の向 上の取 り組み が重 要で す。そ のため には プレ ーイン
グマネ ージ ャー 化して いる現 状を 解消 し、管 理職自 身が マネ ジメン トに時 間と エネ ルギー
を割け るよ うに するこ とが求 めら れま す。
―東京 大学 大学 院情報 学環教 授
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佐藤

博樹

日本経 済・社 会の 健全 な発展 は、企 業活 動を 通じて 実現 する ことが 必要で す。そ して、そ
の企業 を支 える 従業員 が仕事 への やり がいを 実感で きる こと が大切 です 。円卓 会議 に参 加
し、従業 員の 多様 性、人格、個 性を 尊重 する ととも に、安 全で 働 き やすい 環境 を、経 営ト
ップをはじめ全ての従業員が意識を合わせて作り上げていくことが大きな課題であるこ
とを痛 感し まし た。
―社団 法人 日本 経済団 体連合 会労 働法 制本部 長

田中

秀明

適正な 指導 で は 矯正し ないよ うな 無気 力 ある いは自 己中 心的 な部下 につい ては 、上 司だ け
に指導 を任 せる のでは なく、全社 規模 で研 修 をした り 人 事措 置を 考 慮する など 、組 織管 理
をあわ せて 行う ことが 必要で あろ う。 同様な 上司に つい ては 、なお さらで ある 。
―公益 財団 法人 さわや か福祉 財団 理事 長

堀田

力

労使で の細 やか な取り 組みが 重要 であ り、映 像・画像な ど視 覚的 に 訴えて いく こと で理解
が深ま ると 考え られる 。その 観点 から 中小 労 使への 支援 も必 要であ る。職 場の パワ ーハ ラ
スメン トの 行為 類型を 見ただ けで は、自ら の 職場の もの とし て受け 止めに くい が、どの 職
場にお いて も誰 でも加 害者に も被 害者 にもな りうる こと を全 体で自 覚しよ う。
―日本 労働 組合 総連合 会副事 務局 長

安永

貴夫

いま、「 職場の パワ ー ハラス メン ト」に 悩む 人が増 えて いま す。こ の問題 に対 し、あ なた
は被害 者で すか ？加害 者です か？ それ とも傍 観者で すか ？そ れらは 、 み ん な 当 事 者 で す 。
職場の パワ ーハ ラスメ ントを なく すこ とは 、個人の 幸せ だ け でなく 、職場 の幸 せに 繋が り
ます。 この 提言 を共有 し、共 に取 り組 みまし ょう。
―全日 本運 輸産 業労働 組合連 合会 中央 執行委 員長

山浦

正生

パワー ハラ スメ ントに ついて は、対応 のた め のスキ ルを 身に つける ことも 重要 です 。特 に
管理職 にと って は、問 題の予 防や 早期 解決を 図るス キル も管 理能力 の一環 とい えま す。部
下の側 でも 状況 が悪化 しない うち に 気 になる 点 を指 摘す るな どの対 応をす るこ と、組織 と
してそ れを バッ クアッ プする こと も有 益でし ょう。
―慶應 義塾 大学 大学院 法務研 究科 教授

山川

隆一

セクハ ラに つい ては 、世間で は既 に痴 漢行為 と同様 、あ って はな ら ないも の と いう 意識が
根付い てき たが 、パ ワ ハラに 関し ては その意 識が今 ひと つの 感があ る。実 のと ころ これ も
前者同 様、 否、 それ以 上に人 の尊 厳を 傷つけ ている 場合 が少 なくな い 。 こ の 提 言 を 機 に 、
セクハ ラと パワ ハラ が 共によ り抑 制さ れ、誰 しもが 安心 して 暮らせ る真の 成熟 した 社会が
できる こと を切 望する 。
―株式 会社 ブー ルミッ シュ代 表取 締役 社長
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吉田

菊次 郎

