
障害児支援関係団体御中

印章害福祉の現場におけるハラスメント対策マニュアル等」について

平素より、障害福祉行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。

今般、令和3年度障害者総合福祉推進事業(障害福祉の現場におけるハラスメ

ントに関する調査研究(実施団体: MS&ADインターリスク総研株式会社))

において、有識者で構成される検討委員会での議論を踏まえ、標記の障害福祉サ

ービス等事業者向けのマニュアル等が作成されました。

本マニュアルは、障害福祉の現場における利用者や家族等によるハラスメン

トの実態を伝えるとともに、障害福祉サービス等事業者として取り組む対策な

どを示しております。また、リーフレットについては、職員向けにハラスメント

に関する基本的な知識や対応を整理したものとなります。

貴会におかれましては、本件についてご了知いただくとともに、会員各位への

周知についてご協力をお願いいたします。

なお、本調査研究事業の報告書は以下の実施団体のウェブサイト及び厚生労

働省ホームページに掲載されておりますので、あわせてご参照ください。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

事務連絡

令和4年5月17日

<実施団体>

https: WWW.irric.CO.jp reason research indexphp

<厚生労働省ホームページ>

httpSゾ/W艸.mhlw.0.、 stfseisakunitsuite/bunya oooo070789_00012.html
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はじめに

令和元年6月5日に女性の職業生活{こおける活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法

律が公布され、労働施策総合推進法等力敗正されました。これを踏まえ、令和2年1月に「事業主が

職場における優越的な関係を背景とした言動{こ起因する問題に関して雇用管理上講ずぺき措置等に

つぃての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの著しい迷惑行為

(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)に関し、事業者は相談に応じ、適切に対応するた

めに必要な体制の整備や被害者への配慮に取組むこと力哩ましいこと、被害を防止するためのマニユアル

作成や研修の実施等力哨効である旨が示されました。人材確保や定着のため、職員が安心して働くこと

のできる職場環境・労働環境の整備という観点からも各事業者がこうした取組みに着手していくことは重

要なことといえます。

こうした時代の要請に応え、障害福祉の現場における利用者や家族等によるハラスメントの実態を把

握し、事業者として取組むべき対策などを示すことを目的に、令和3年度障害者総合福祉推進事業

「障害福祉の現場におけるハラスメントに関する調査研究」を実施しました(調査概要は下記のとおり)。

障害福祉等サービスにおける利用者や家族等によるハラスメントへの対応は、サービスを継続するため

の人材の確保や定着を図るだけにとどまらず、発生の背景要因を分析することで、人材育成やサービスの

質の向上、虐待防止に繋がるなど様々な意味を持ちます。

事業者の皆様に利用者や家族等によるハラスメント対応の重要性をご理角"牛し琥だき、体制整備や取

組みを行ってぃただくことを目的として本マニユアルを作成しました。多くの事業者に職員が安心して働ける

職場づくりのために本マニユアルを活用いただくことを願っています。

■事業者アンケート調査実施概要

調査方法:専用のVvebサイトから回答(回答URLなど依頼状を郵送)

実施期間:202 1年8月23日~9月17日

※締切りまでに回答の無かった事業者には、再度回答を依頼した

調査対象:全国の障害福祉サービス等施設・事業所

邵章害者総合支援法及び児童福祉法に基づく29のサービス)

発送件数:5,294件

回収数:527件(9.99,'0)

※対象事業者の抽出にっいて

調査対象事業者のりストは、障害福祉サービス等情報検索ウエブサイトを基に作成。

(URL : h廿PS:ガ艸、A/.wamgoJP/sfkohyoouvcopoo0100印000.do)

調査対象サービスごとに、層化無作為抽出法により、3.2%~全数で抽出



■職員アンケート調査実施概要

調査方法:事業者アンケートと同封して郵送、管理者などを介して職員へ回答を依頼

実施期間:2021年8月23日~9月17日

調査対象:事業者アンケート発送先施設・事業所に勤務する職員

サンプル数:1,509件

■事業者へのヒアリング調査実施概要

調査方法:訪問あるいはVvebによる聞き取り

実施期間:2021年11月17日~11月29日

調査対象:本事業の検討委員及び事業者アンケートより抽出

【本マニユアルの使い方】

本マニユアルは以下のような使い方を想定しています。

■事業者が利用者・家族等からのハラスメントに関して、対策を講じるための参考資料とする

■事業者が各施設・事業戸斤の管理者やハラスメント相談受付担当者(以下、管理者等)に対して、

ハラスメントの防止や発生した際の対応にっいての研修等を行うための基礎資料として用いる

【職員向けり一フレットにっいて】

本マニユアルの作成に併せて、職員向けにもハラスメントに関する基本的な知識や対応を整理したりー

フレットを作成しました。職員が安心して働ける職場づくりのため、事業者から職員へ配布いただき、朝礼

などでの読み合わせや職員研修の参考資料にするなどぜひ活用ください。



1.なせ利用者や家族等によるハラスメント対応の整備が求められるのか

(1)利用者や家族等によるハラスメントと{よどのような行為を指すのか

利用者や家族等によるハラスメントは次のように整理されます(以下、本マニユアルでは、利用者・家

族等から示される次のような行為を「ハラスメント」としら用語で表現します)。

1.身体的暴力

身体的な力を使って危害を及ほす行為。(職員が回避したため危害を免れたケースを含む)

例)

身体的暴力を振るわれた、振るわれそうになった

(つねられる、ひっかかれる、たたかれる、蹴られる、など)

■唾を吐きかけられた、吐きかけられるようなことがあった

■コップ等の物を投けつけられた、投ιナつけられるようなことがあった

■物を破壊する、攻撃されるなど、恐怖を感じる行為をされた

2.精神的暴力

個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷っけたり、おとしめたりする1

例)

■攻撃的な態度で大声を出された

鳳他者を引き合いに出し、過大なサービスなどを繰り返し要求された

■契約や制度上、提供できないサービスを繰り返し要求された

■人格や能力を否定する発言をされた

■脅迫する発言を受けた

3.セクシユアルハラスメント

意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的いやがらせ行為。

例)

厨サービス提供時、不必要に身体に接触された、接触されるようなことがあった

(手を握られる、抱きしめられる、など)

圖性的な発言をされた、繰り返し言われるようなことがあった

卿性的な関係を迫られた

■食事やデートに執勘に誘われた

■アダルトビデオを流す、あるいはヌードの写真が見られるように置かれた

出典:株式会社三菱総合研究所「介護現場におけるハラスメント対策マニユノワル」(2019年、3頁)をMS臥Dインター1Jスク総研株式会社にて一部編集



(2)障害福祉サービス等事業者がハラスメントに対応することの意味

ハラスメントにっいて適切な相談体制を整備するためには、その重要性都里解することが大切です。

「事業主力職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず

べき措置等にっいての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)では、顧客等からの著しい迷惑行

為によって、職員力苛尤業環境を害されることのないよう、体制整備や被害者への配慮、マニユアルの作成

や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じて目賂且むことが望ましいと示しています。

また、事業者には「安全配慮義務」の観点からもこれらの取組みに積極的に対応することが期待され

てぃます。安全配慮義務とは、「職員が安全かっ健康に働けるように使用者(事業者、管理者)が配

慮する」ことです。この義務を果たしていない場合、民事訴訟の対象となる可能性があり、経営上のりスク

となります。

障害福祉サービスにおけるハラスメントへの対応は、サービスを継続するための人材の確保や定着を図

るだけにとどまらず、発生の背景要因を分析すると様々な意味を持ちます。例えぱ、利用者・家族等が事

業者への不満や不信を感じたことで感清的に発生するものや、利用者の心身の状況と職員の支援方法

とのミスマッチによって発生するもの等が考えられ、対応を通じてサービスの質の向上や利用者の状態に合

つた支援方法の検討にもっながります。一方で、事業者がハラスメントに適切に対応せず、職員力坏満や

精神的ストレスを抱えこむと、利用者への報復(虐待)にっながってしまう可能性もあります。

(3)ハラスメントの相談や報告がないのは良いことか

職員からハラスメントに関する相談や報告がないことは、一概に良いこととは言えません。実際に、職員

向けのアンケートでは全体の2割~4害仂圷利用者や家族等からハラスメントを受けたことがある」と回答

し(図1)、その半数ネ呈度が「誰にも相談しなかった」「内容によって相談しなかった」という結果が出てい

ます(図2)。

相談しなかった理由として、件目談しても解決しないと思ったから」「利用者・家族等の障害や病気によ

るものであったから」「利用者・家族等の性格又は生活歴によるものであったから」が上位です(図3)。

アンケートではハラスメントを受けたことのある職員の4割以上が「仕事を辞めたいと思ったことがある」と

も回答しています(図4)。

職員が管理者等にハラスメントを受けたことを申し出るのは抵抗感を抱にとがあります。「申し出ること

で自身の能力が低いと思われたり、三剰西を下けちれたりするのではないか」などの不安があるためです。事

業者はこの気持ちを汲み取り、相談することで不利益を被ることがないことを明確に示して、不安なく気

軽に相談できる体制を整備するよう努めなけれぱなりません。



図1
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ハラスメン1、を受けた際には些細な内容でも誰かに相談したハラスメン1を受け元際に内容によっては誰力Nこ相談した

1雪王、^^ハラスメン1を受けた際に.帽談はしなかコた

60.49b

39.5%

1009/。

39.5% 17.19,0 4.0%

1009、0



図3:相談しなかった理由【複数回答】

(相談しなかった人、内容によっては相談した人が回答)
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(利用者・家族等からハラスメントを受けたことのある人が回答)
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Ⅱ.受付から対応までの流れ~職員全員が理解しておにと

ハラスメントに適切に対応するためには、職員からの相談受付から対応までの仕組みをっくることが必

要です。職場全体でハラスメントを見過ごさず、その解消に向けて組織的に対応するためです。仕組みと

は、ハラスメントに関する相談対応体制やマニユアルを整備することであり、職員全体でその流れ都弼孔

ておくことが重要です。

職員(相談者)

相談受付担当者※1

(管理者、サービス管理責任者、法人内窓口)

ーミニレ

qJ,・,・,
解決責任者(管理者)※2

Cレ

(1)ハラスメント対応のしくみを周知する

事業者内での協議

(管理者、役職者による会矗)

(2)相談を受け付ける

(3)相談受付後の対応

①事実確認

②解決に向けた対応方針の検討

③事業者内での協議や第三者委員・関係機関との

連携

Cレ,,・

※1 事業者の規恢等により、相談受付担当者が相談解決任者を

兼ねる場合もある.

※2 相談解決任者のみでの対応が困難である(想定される)場合や

判噺に迷う場合は、ケースに応Uて事釘五内での協継^題として

挙げる、あるいは第三者委員、聞係椴闘N功言・支援を求める.

※3 対応結果によって、別の対応を検討する.単独での解決力個難な

場合は※2のとおり助言・支援を求める.

第三者委員、関係機関

解決に向けた対応※3

観察の継続、対応内容・対応結果の共有

ーミシ

ーミフプ

出典:社会福祉法人神奈川県社会;醐止協議会件憙祉サービス事業者のための苦情対応マニユアル」(3頁)を参考にMS&ADインターリスク総研株式会社1こて作成

(4)解決に向けた対応

①利用者・家族等への説明、話し合い

②相談者(職員)への配慮

(1)ハラスメント対応の仕組みをっくり、周知する

事業者としてハラスメントに対応するための仕組みをっくり、職員へ周知します。周知する際には、ハラ

スメントにっいて安心して相談できることや、相談窓口とその連絡先など{こっいて、書面でわかりゃすく案

(5)対応後に実施すること

①観察の継続

②事業者内での対応内容・対応結果の共有

内します。ハラスメント発生を早期に把握し、職員に配慮しながち対応できる仕組みをっくる上では、次の

図5:ハラスメンNこ関する相談対応の流れ

ような目賂且みがあります。



ハラスメント発生を早期に把握し、対応するための取組み伊」

●ハラスメント対応に関する方針や相談対応の体制・フローの周知

ハラスメントを見過ごさないといった方針や相談対応の体制・フローが明示されることで、職員にも

「相談していいんだ」との安心感を与えられます。

●安心して相談できる窓口の設置(事業者内・事業者外)

窓口は「男女でそれぞれ同性の窓口担当者を設ける」「弁護士など外部の専門家に委託する」など

して、相談に対する心理的八ードルを下けて、実効性のある仕組みにすることが重要です。

●定期的な職員との面談機会での聞き取り(人事考課の面談などの活用)

1対1でプライバシーを保護しながら話せる環境のため、不安や恐れなどを抱くことなく、安心して話

しをすることができます。本人が体験したことや思いなどを聞き出すためには、管理者等と職員の信頼

関係が重要なため、他取組みを通じて安心して相談できる職場の雰囲気をっくっていきましょう。

●職員アンケートの実施

事業者として全職員を対象に業務への不安や恐れ等を拾い上げるアンケートを実施することも有

効です。業務がうまくこなせないことが、ハラスメント発生の原因となることも想定されるからです。実効

性を持たせるためには、アンケートの提出先や匿名性に配慮して記入しやすくする、アンケートで把握し

た問題には必ず何らかの形で回答するといった工夫が必要です。

●管理者による現場巡回

管理者自らが現場の様子を把握することで、ハラスメントに繋がる異変を早期に発見したり、報告・

相談しやすい1哉場の雰囲気をっくったりできます。

●日々の支援記録などから気になる記載にっいて職員への聞き取り

管理者は日々挙がってくる支援記録などからも異変を察知するよう努めます。記録に書かれたことの

背景も想像しながち、気になる点は職員に直接確認するなどの積極的な対応が重要です。

●虐待防止のために実施する業務の振り返りやセルフチエックの活用

ハラスメント発生の要因として、職員の関わり方や支援方法が利用者1こ合っていないことも考えられ



ます。虐待防止のために実施する振り返りゃセルフチエックでは、ハラスメント防止の観点でも記載内容

を確認します。

(2)相談を受け付ける

職員から相談があったときは、まずは相談受付担当者力畷員の受けた行為の内容などを聞き取ります。

相談を受ける際は、職員のD情に配慮しながち話をじっくり聴きます。内容によって職員へ支援に関する

助言など言いたいことがあったとしても、職員が一旦話し終えるまではさえぎらずに亘を傾けましょう。

相談者の意向や要望を確認し、必ず記録します。聞き取りにあたって、抜ιガ届れがないように次ページ

のような受付票(図6)などの書式を準備しておきます。

相談受付票にもあるように、受け付けた相談内容は相談者のプライバシーを保護するため、本人の了

解なしには相談受付者担当者以外に共有しないことが重要です。併せて、相談したことによって人事考

課なとで不利益な取扱いを行わない旨を伝え、安心して話してもらえるようにします。

職員が安心して相談できるような工夫も必要です。例えぱ、セクシユアルハラスメント等のケースでは、

相談受付担当者が異性だと相談しにくい場合があります。事業者としてこのような場合にも配慮して、相

談受付担当者は男女各1名ずっ設置するなどします。

管理者でなく、事業者で設置した相談窓口で受け付けた場合は、相談者の意向や相談の内容を踏

まえ、ネ且織としてこの後どのよう{こ進めていくかを決めておくことも必要です。



相談日時

受付対応者

相談者

※匿名での相談可

相談者への説明事項

年

氏名:

月

1 所属:
区匿名氏名:

連絡先:

口相談者の許可無しに、聞き取った事実を行為者や同僚、外部機関等へ共有しないこと

口相談によって人事評価等での不利益な取り扱いをしないこと

口事実確認のため、相談内容を記録すること

1相談者との関係:氏名:

・何があったか?(いつ、どこで、どのよう10

行為者

口必要に応じて行為者や同僚等への事実確認を行ってよいか?

口対応を検討する際に相談支援事業戸斤などと本事実を共有してよいか

日(

行為概要

日月
.ーーーーー▲...........ー.ーーーー'...........ー..ー...ー.ー.ーーー、ー.●..............ー....ーー..ーー甲一ーーー...ー....ー...ー...ー...ー.ー.

゛

月 日
.

.ー,..".......■....ーー.゛゛.................ー..ー.ーーー'ー..,..........■....■.....ーーー.゛●●....'ー.............ー.ー.ー.ー

相談者の心身の

状況

.どのような影饗があったか?(不眠、食欲がわかない、仕事をしたくないなど)

月

図6

相談者の現在の

要望

日

利用者・家族等対応に関する相談受付票の例

口話を聴いてほしい

口行為があったことを知っておいてほしい

口支援にあたる職員を増やしてほしい(支援時に同行してほしい

口行為者に注意・警告してほしい

口行為者と一時的に距離を置きたい

口行為者とは今後できるだけ関わらないようにしたい

口その他(

相談者への確認事項

対応経過

※必要に応じて行を

追力n



(3)相談受付後の対応

①事実確認

相談受付担当者による相談者からの聞き取りを終えたら、利用者の支援記録や家族等の情報を整

理した関係書類などを確認します。

相談者の意向や相談内容に応じて、利用者・家族等にも当時の状況や行為に至った要因など聞き

取りを行います。

聞き取りを行おうとしても、相談者が精神的なショックでうまく状況を説明できなかったり、利用者・家族

等も感盾的になって落ち着いて話すことが難しかったりする等、うまく事実を確認できなし暘合力怖)ります。

この場合は、相談者の了解を得て、現場にいた他職員や目撃者などの第三者にも聞き取りを行います。

第三者に聞き取りをする際には、相談者の清報などにっいて守秘義務があることを十分に1弼¥してもらい、

事実確認を行う人数はできる限り絞りましょう。

②解決に向けた対応の検討

事実確認力tできたら、事業者としての対応を検討します。相談者の意向によりますが、まずは原則とし

て相談受付以降は相談者が行為者と距離を置けるよう配慮します。小規模事業者や勤務形態などの

事情によってその対応力嘩しい場合は、複数名で対応できるよう調整を行い、相談者と行為者が1対

1となる状況を作らないようにします。

確認した事実に基づいて、行為者と共有すべき問題(課題)や事業者からハラスメントの再発防止

のために行為者へ申し入れることを整理します。

障害福祉サービス等では、利用者・家族等の心身の状況に対する職員の知識やスキルカ坏足してい

たことで、ハラスメントが発生することもあります。この場合には、職員へ利用者・家族等の特性に対する

知識や具体的な対応の教育を行うとともに、職員力句能な支援やコミユニケーションでの工夫について意

見を出し合うなどします。

③事業者内での協議や第三者委員・関係機関との連携

ケースによって解決責任者であっても判断が困難なことや打てる手立てが限られてしまうことがあります。

その場合は解決責任者であっても抱え込まずに、事業者内の役職者会議などへ議題として提示し、事

業者全体で対応の検討を行います。客観的・中立的立場からの助言や介入が求められる場合は、第

三者委員や相談支援事業戸斤、行政などの関係機関に相談しましょう。ただし、事実を共有する上では、

相談者のプライバシーに配慮して、本人から了解を1昇ることを忘れないよう留意してください。

(4)解決に向けた対応

①利用者・家族等への説明、話し合い

事実確認した結果や、事業者内で検討した対応策などにっいて、利用者・家族等へ説明します。必



要に応じて第三者委員や相談支援事業所、行政の担当ケースワーカーなどの関係機関に立ち会っても

らい、落ち着いた状態で利用者・家族等と話し合います。

②職員への配慮

ハラスメントを受けた職員に対しても、事業者として配慮が必要です。原則として、行為者と物理的な

距離が取れるようにシフト調整や勤務する部署や施設・事業所の変更を検討します。支援を複数名の

チームで行うようにして、相談者と行為者が1対1とならないようにすることも有効です。職員の意向によ

つて、確認した事実や利用者・家族等の心身の状況などを考慮し、職員の取るべき対応にっいて管理

者等から助言や支援を行います。

(5)対応後に実施すること

①観察の継続

受け付けた相談ヘ一度対応すれぱ、ハラスメント対応が完了するとは限りません。利用者・家族等の

心身の状況変化や行為にっながってしまった支援を繰り返してしまう等により、新たなハラスメントが発生

したり、再発したりする可能,性力怖ります。

管理者は自ら現場を巡回することや日々の記録を注視する等して、職員や利用者の普段の様子を

把握し、異変に早く気づけるようにします。

②事業者内、職場内での対応内容・対応結果の共有

同じことを起こさないためには、職員の同意を得る等プライバシーに配慮しながら、事業者内、職場内

で共有し、ハラスメントがなせ発生してしまったかを分析し、再発防止に努めることが大切です。



Ⅲ.相談受付担当者の役割

(1)相談受付担当者の役割

職員からの相談受付は事業規模などによって、施設長・所長など管理者、サービス管理責任者など

現場のりーダー、事業者の本部に設置した窓口担当者が対応すると想定されます。相談受付担当者の

役割は、相談への1次対応者として非常に重要です。相談内容やその後の対応に関する意向を確認

して記録すること、自身が責任者として、あるいは、事業者内で設けた窓口の受付担当者であれぱ解決

にあたる責任者へ報告して解決をはかること、受け付けた相談への対応について相談者と調整する役割

があります。

相談受付担当者の主な役割

①職員から相談を受け付ける

②相談したことによって、不利益な取り扱いは受けないことや対応にあたってプライバシーに配慮する

ことを説明する

③相談の内容を確認する

④今後の対応にっいて相談者の要望を確認する

⑤(相談受付担当者と解決責任者が異なる場合)解決責任者へ報告する

(2)受付時の望ましい態度

相談を受け付ける際には、事務的に受け付けるのではなく、話に対して相槌を打ちながら共感するなど

して相談者としっかりコミユニーションを取るように意識します。

相談の内容を正確に把握できるよう聞き方に気をっけます。この段階で「職員の対応がまずかったので

はないか」と疑ったり、事業者・管理者側に都合の良いように誘導したりすることがないよう留意します。相

談者が相談してきた事柄に対して、我慢するように指示したり、軽んじるような態度を示したりした場合は、

相談受付担当者から職員へのハラスメンNこなりかねません。十分注意して対応しましょう。

(3)受付時に留意すべきこと

まず、相談者が何を訴えているのか、何を求めているのかを把握します。相談者は明確に受けた行為

のみを訴えてくるだけでなく、その時の感情や不安などと絡めて様々な情報を1順不同に話すことがあります。

相談受付担当者はその気持ちに寄り添いつっも、この後に必要な内容を5VVIHなどの枠組みに沿っ



て聞き取る必要があります(P.10の受付票を参照)。

ハラスメントを受けたことを申し出るのは本人にとって非常に勇気がいることです。「申し出ることで自身

の能力が低いと思われたり、三剰西を下けちれたりするのではないか」「報告したことで大事になるのではない

か」と不安に思うためです。相談受付担当者はこのようなD情も理解しながち、解決に向けて迅速に対

応し、そのまま放置しないとしめた誠実な対応をDがけます。

相談受付は職員のプライバシーに十分に配慮し、聞き取りを行う際は個室で行うなど士夫します。

(4)匿名での相談受付

相談者の中には、不当な対応をされること等を心晒eして匿名を希望する場合があります。その場合で

も担当者は対応することが原則です。

匿名での相談を受け付けた際は、内容樹剛屋したうえで可能な範囲で名前や連絡先を教えてほしい

ことを伝えます。相談内容によっては、匿名のままでの対応力馳しいことや、事業者として検討した対応や

その結果を伝えたいことなどを説明します。

(5)受付対応の記録

相談内容や対応の経過は必ず記録に残し、対応完了後に事業者内で共有して、再発防止を検討

する際の基礎資料として活用できるようにします。

ケースによって、相談支援事業所や行政のケースワーカー等の関係機関と連携する際にも、正確な記

録があるとスムーズに進めることができます。



Ⅳ.解決責任者の役割

(1)解決責任者に求められること

解決責任者は施設長・所長などの管理者が担当します。求められる役割は、相談された内容につい

て必要に応じて第三者委員など外部とも連携しながら、事業者の責任者として解決にあたることです。

解決責任者は、相談内容や行為者である利用者・家族等の心身の状況などを総合的に判断して、

第一には「何が問題(課題)であるかを共有し、話し合いで解決する(利用者・家族等へ説明して、

1弼¥いただいた上で解決に導くこと)にとを目指します。併せて、ハラスメントを受けた職員のD情を理

解し、意向を把握しながら今後も業矛劣を続けていくための支援を検討します。

解決責任者の主な役割

①相談内容や利用者・家族等の心身の状況などを踏まえた対応方針の検討・判断

②利用者・家族等へ説明すること、話し合うことの整理

③ハラスメントを受けた職員への配慮(シフト調整、配置の変更など)

④ケースに応じて、事業戸斤内の協議に挙けるかの判断

⑤ケースに応じて、第三者委員や相談支援事業戸斤等の関係機関との連携の検討

⑥対応後の職員・利用者の継続した観察、状況把握

⑦プライバシーに配慮した職場内での対応内容・対応結果の共有

(2)解決責任者として望ましい態度

解決責任者は相談された内容について、客観的かっ公平な視点で解決に向けた対応を検討すること

が必要です。「職員の支援スキルが低いから」「支援ではよくあることで大けさだ」など、ハラスメントが発生

した原因は職員個人にあると決めっけて対応してしまうと、問題点が明らかにならないぱかりか、職員に対

するセカンドハラスメント(2次被害)になる可能性もあります。

行為者となった利用者・家族等、相談者である職員の双方の尊厳を守るため、事実確認や解決に

向けた対応に事業者の代表として、誠実に取組むことが重要です。

(3)対応時に留意すべきこと

解決責任者自身で実行できる対応に限界がある、利用者・家族等の心身の状況や要望によって話



し合いの場の設定が難しい等で解決が困難なケースが考えられます。このような場合は、解決責任者で

あっても問題を抱え込まずに、事業者内の協議へ挙けることや外部へ相談することを検討しましょう。その

際には、相談者へ解決責任者単独での対応が困難なことを説明した上で、情報を共有することへの了

解を取り付けることを忘れないよう{こします。



V,事業者での協議の役割

(1)事業所内での協議に求められること

ハラスメント対応の状況によっては、解決責任者であっても判断が困難なことや、外部との連携が必要

な場合など、施設・事業戸斤単独では解決できないことがあります。

その場合は、事業者内の役職者会議やハラスメント対応の役割を持っ委員会へ議題として挙けて、

法人本部や他施設・事業所を巻き込んだ事業者全体で解決に向けた対応を検討します。

この協議体は必ずしもハラスメント対応のために新たに整える必要はなく、苦清解決や虐待防止、新

たに法定化された職員間のハラスメントに対応する委員会などが役割の1つとして担うことで、事務的な

負担を軽減できます。

事業者内での協議の主な役割

①解決責任者単独での解決が困難なケースへの対応検討

②解決責任者の実施した対応にっいて、妥当性などの判断

③解決に向けた施設・事業戸斤間の調整

④対応結果・対応内容の事業者全体への共有

(2)協議を進める上で留意すべきこと

事業者内での協議にあたっては、法人本部や他施設・事業所の出席者が正確に事実や現状を把握

できるように、事案に対応している解決責任者は必要な情報や記録を示して説明する必要があります。

スムーズな共有・検討のために対応経過などをしっかり記録しておきましょう。



Ⅵ.第三者員、関係機関との連携

(1)第三者委員、関係機関へ期待すること

第三者委員や相談支援事業所、行政等の関係機関には、利用者・家族等と事業者との間で、客

観的かっ公平な立場での事実確認や対応への助言、仲介などの支援力朔待されます。

第三者委員、関係機関に期待される主な役割

①聞き取りや解決に向けた話し合いなどへの同席

②行為に繋がった背景要因の分析への助言

③対応への助言

④利用者・家族等と事業者との仲介(ケースによってイ弌1里しての聞き取り対応など)

⑤日常的な事業者への助言

⑥日常的な利用者・家族等の状況把握と意見聴取

(2)平時から連携を密にする

発生した利用者・家族等のハラスメンNこっいて、外部機関{こ相談したり、支援を求めたりすることに抵

抗のある方もいるかもしれません。事業者の中で解決できることが望ましいですが、一方で行為に繋がった

要因の分析や自分たちの対応に気づかないうちに偏りが出てしまい、利用者・家族等と職員のどちらかへ

の配慮が足りなくなる可能性もあります。自施設・事業所のサービスの質の向上や職員の安全・安心の

確保にも繋がるため、関わってもらうようにしましょう。

発生してから連携をしようとすると、情報の共有や対応の協議をスムーズにはできないため、苦情解決

の検討委員会などとハラスメント防止・対応の協議を一体的に運営する等して役割を意識してもらい、

日ごろから相談できる関係性を作っておきましょう。

ハラスメントは利用者・家族等と職員との普段の関わりなども発生要因として挙けちれるため、来所日

を設定するなどして日常的な事業者の支援体制などにも助言を受けられると良いでしょう。



Ⅵ1.分析と改善~ハラスメント対応を再発防止にっなげる

(1)要因の分析と改善{こ向けた取組み

ハラスメントは一度対応して終わりとなるものではありません。発生した背景にある要因は様々ですが、

対応を経て把握した問題(課題)やその対応結果にっいて分析し、再発防止に向けて事業者内、職

場内で共有することが重要です。

ハラスメントが発生した背景を考えると、事業者として何が足りなかったかなどが見えてきます。それを事

業者内での対策の検討や研修にも活用しましょう。

ハラスメント発生の原因と考えられる要因の例

●利用者・家族等とのコミユニケーションエラー

利用者・家族等の要望と事業者が対応可能なサービス範囲などを十分に説明、すり合わせできて

いたか。

●職員の知識不足

利用者・家族等の特性や疾病などにっいて、必要な知識を持って対応していたか。

●利用者・家族等の不穏

本人の不調や環境の変化など利用者・家族等の不穏に繋がるようなことがなかったか

(2)新たなハラスメントを発生させないために

新たなハラスメントが発生しないようにするため、職員への教育や支援体制の工夫など1こ目照且むことが

重要です。ハラスメントを防止するため、次のような取組みが考えられます。

●職員への教育

ハラスメントは必要なスキルや知識を身につけることによって、未然に防けることがあることを職場全体

で共有します。また、教育体制を整えてそれを職員に伝えます。自治体などが主催する支援者養成

研修への派遣やメンター制度などによるOJTが方法として挙けちれます。

ハラスメント防止のための取組み例
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●同性介助

同性介助は利用者の尊厳を守ることと同時に、ハラスメントの防止にも有効です。担当の決定にあ

たっては、利用者、職員それぞれ本人の自認に配慮し、よく話を聞きながら意向を踏まえた配置になる

よう検討します。

定期的な職員の配置換え、チームによる支援(複数人での担当制)

利用者と職員との相性などによって、支援に支障がでてしまうケースがあります。これを防止するた

め、定期的な職員の配置変更を検討したり、担当を複数人設定したりする等して、職員と利用者が

接触する歩頁度や時間を柔軟に調整できるようにします。

●利用者・家族等への周知

契約書、重要事項説明などへ職員へのハラスメントによるサービス中断や変更の可能性があることを

記載しておきます。提供できるサービス範囲の1弼羣が不十分なことでハラスメントが発生することもある

ため、契約に際して提供可能なサービスの範囲は別紙でも用意して説明するなど工夫します。

<訪問系サービスにっいて>

訪問系サービスでは、「1対1で支援を行う場合がある」「利用者の居宅内での支援など管理者等が

状況を把握しにくい」などのことから、ハラスメントと認識されにくい場合があります。サービス提供従事者

(ヘルパ→が管理者やサービス提供責任者等に日頃からハラスメントに関する報告や相談がしやすい

環境を作ることが重要ですが、ヘルパーの日々の支援記録などに注意することや記録で気になる点にっい

て直接確認するなど積極的な対応も考えられます。また、ハラスメントを回避したり、応援できる体制を予

め検討しておくことなども考えられます。

(3)解決困難なケースの捉え方

誠実な対応をDがけても、相談者の要望に沿った解決が難しし場合もあります。利用者・家族等と話

し合っても折り合いがっかず、その後の関係性に影響することもあります。

そのような場合は事業者のみで抱え込まず{こ、第三者委員や相談支援事業者、行政のケースワーカ

ーなど関係機関に介入してもらい、客観的な視点や公平な立場によって解決への助言・支援をお願いし

ましょう。

他の機関が関わることで、自分たちでは分からなかった課題(問題)に気づくことができ、解決の糸口

となるかもしれません。即座に解決に至らなかったとしても、相談者や管理者等の精神的負担の軽減や、



新たに気づいた課題(問題)に耳賂且むことでサービスの質の向上にっながっていきます



Ⅷ.ハラスメント対応事例

事例1

利用者

事業者

ドライバーが利用者に殴られた

Aさん(精神障害、障害支援区分2)

就労継続支援B型

概要

朝の送迎中、Aさんにドライバーが急に殴られた。事業所へ到着した後、報告を受けた管理者から

ご家族に連絡し、事業所へ来ていただくことにした。その間、A さんとドライバーへ聞き取りを行い、A さ

んのご家族が到着された後{こ聞き取った当時の状況を説明した。その日はご家族と共に一旦ご帰宅

いただいた。

対応経過

翌日に改めてAさん・ご家族との面談を実施した。Aさんの状況を確認し、医療機関や相談支援

事業所と連絡を取り、今後の対応を検討した。その結果、服薬内容の調整が実施され、家庭内で落

ち着きが認められるまで、サービスの利用を見合わせることとした。

事業所では Aさんの利用再開に伴って、運転席と後部座席の間にパーテーションを設置した。ま

た、ドライバーの気持ち力階ち着くまでは他職員が対応することにした。

行為の発生から数か月後に Aさんとドライバーの状況が安定してから、対応を以前の状態に戻し

た。

対応のボイント

・行為があってから、事業所に到着後すぐに管理者へ報告した。

・管理者がAさんとドライバーの双方から話を聞き、事実確認に努めた。

・医療機関や相談支援事業所と連携し、服薬内容の調整など適切な対応がとれた。

・行為の発生を受けて、再発防止の対策を講じたり、ドライバーの気持ちに配慮して一時的にAさん

から距離を取ったりする等の対応を行い、職員の安全と安心を確保した。



事例2

利用者

事業者

電話対応中にBさんから脅された

Bさん(精神障害、障害支援区分3)

居宅介護

概要

電話対応中、Bさんが自身の望む回答樹昇られなかったために、暴言や強い口調で脅された。その

場では傾聴や受容に徹したが、一方的に電話を切られてしまった。

対応経過

後日に冷静に話し合えるタイミングで、 Bさんが客観的な1霸¥ができるよう電話の内容の振り返りを

行った。責めずに話すことにより、 Bさんぢ令静に考えること力やでき、本人からの謝罪に繋がった。

対応のボイント

・行為があった際に、不調の背景要因を想像した。

・その場で反論などをせずに一旦受容に徹したことで、エスカレートさせずに済んだ。

・後日にBさん力階ち着いた状況で一緒に振り返りをして、Bさんも事実を把握できるようにサボート

したことで、本人が自らの言動を客観的に捉えられた。



剰列3

利用者

事業者

Cさんから支援拒否や暴言を受けた

Cさん(身体障害、障害支援区分6)

施設入所支援

概要

Cさん1才職員に対する暴言や介護拒否、支援方法について非難する等の言動がある。

対応経過

1対1になる場面を作らず、必弓磯員が複数いる状況で支援を行っている。そうすることで、支援中

に職員の精神的負チ助ミ大きい場合はその場で対応者を変更できるようにしている。

また、管理者力畷員の様子を観察して、精神的に悪化しそうな場合は担当から外れる時間を設定

し、職員からの希望次第で担当の変更も検討する。行為の要因は職員の力量のせいだけではないこ

とを職場で常{こ確認し、職員の精神的な安定を図っている。

対応のボイント

・支援をチームで行うことで、職員が一人で抱えまないようにしている。

・何かあった際にも直ぐに応援を呼んだり、対応を代わったりすることが可能な状態としている。

・管理者も自ら職員の状態把握に努め、柔軟に担当変更などに対応している。

・チーム内で共通認識を持っことで、お互いに応援や対応を頼みやすい雰囲気を作っている。



事例4

利用者

事業者

声掛けをしたらDさんから突き飛ぱされた

Dさん(知的障害、障害支援区分5)

共同生活援助(グループホーム)

概要

職員力噛掛けをしたらDさんに突き飛ぱされた。

対応経過

Dさん{よ本件だけではなく、以前からホーム内に苦手な利用者がおり、顔を合わせると同じょうに押し

に行く状況が見られていた。

Dさん力借手な利用者と一緒に生活しているという状況を考慮し、法人内のグループホームで住み

替えを検討、実施した。それにより、安心して生活できるようになり、同様の行為は見られなくなった。

職員は1か月間の自宅療劃劃こ復帰することになった。この間、行為を受けた職員とはどぅしたら仕

事を続けられるか、管理者邸果り返し話し合いを実施し、復帰後はこの職員が一人になる時間を作ら

ないよう配慮した。

対応のボイント

・発生した行為にっいて、以前から見られた同様の行為と関連づけて背景要因を分析している。

・分析した結果から法人内で環境調整を実施し、行為の再発防止を図っている。

・管理者が職員と話し合い、復帰後の支援体制に配慮している。

26



事例5

利用者

事業者

Eさんから契約外のサービスの要求や、セクハラをされる

Eさん(身体障害、障害支援区分2)

居宅介護

概要

庭の手入れ等の契約外のサービスをしっこく要求される。対応困難であることを説明しても「なぜ出

来ないのか」と、繰り返し迫られる。また、 Eさん自身で日常生活上の動作はあるネ呈度されるものの、

陰部への軟膏塗布を強要してきたり、ヘルパーの身体を触ったりする等の行為がある。

対応経過

同性介助を提案するが拒否されたため、自治体に相談すると「2人での介助」が認められた。ヘル

パーは安心感を持って対応できるようになったが、Eさんは一人での介助を繰り返し要望しており、定

期的に話し合いをする等の対応を行っている。

対応のボイント

・事業所で対応したがうまくいかなかったため、自治体と連携して解決を図っている。

・Eさんの要望は続いているが話し合いでの対応とし、2人での介助化することでへルパーが安心でき

る体制を作っている。



Ⅸ,参考資料

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

(抜*)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき

措置等についての指針(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

ヴヲイ動吉召糸勺、去(チ友オ吉、)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

労働契約法の施行にっいて(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)上の「個人情報」とプライバシーの違いに

ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

28



労働施策の総合的な推進並ぴに労働者の雇用の安定及ぴ職業生活の充実等に関する法律

(抜粋)

(雇用管理上の措置等)

第三十条の二事業主は、職場において行われるイ憂越的な関係を背景とした言動であって、業矛劣上必

要かっ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当

該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な

措置を講じなけれぱならない。

2 事業主は、労働者力哨む項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に

事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かっ有効

な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。

4 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。

5 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

6 前二項の規定は、指針の変更にっいて準用する。

出典:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年

法律第百三十二号)、施行日:令和三年四月一日(令和二年法律第十四号による改正)よ垪友粋

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上

講ずべき措置等にっいての指針(抜粋)

1 はじめに

この指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第30条の2第1項及び第2項に規

定する事業主が1哉場において行われるイ憂越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かっ相当

な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること(以下「職場におけるパワー

ハラスメント」という。)のないよう雇用管理上講ずべき措置等にっいて、同条第3項の規定に基づき事

業主が適切かっ有効な実施を図るために必要な事項にっいて定めたものである。

(中略)

7 事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行

為に関し行うこと力哩まししⅧ賂且の内容

事業主は、取引先等の他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合

にあっては、その役員)からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい

暴言、著しく不当な要求等)により、その雇用する労働者力苛尤業環境を害されることのないよう、雇用

管理上の配慮として、例えぱ、①及び②の取組を行うこ幼塑ましい。また、③のような取組を行うことも、

29



その雇用する労働者が被害を受けることを防止する上で有効と考えられる。

①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事業主は、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑

行為に関する労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かっ柔軟に対応するために必要

な体制の整備として、 4 (2)イ及び口の例も参考にしっつ、次の取組を行うことが望ましい。

また、併せて、労働者が当該相談をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行っては

ならない旨を定め、労働者に周知・啓発することが望ましい。

イ相談先(上司、職場内の担当者等)をあらかじめ定め、これを労働者に周知すること。

ロイの相談を受けた者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。

②被害者への配慮のための取組

事業主は、相談者から事実関係を確認し、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメ

ントや顧客等からの著しい迷惑行為が認められた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための

取組を行うことが望ましい。

(被害者への配慮のための取組例)

事案の内容や状況に応じ、被害者のメンタルヘルス不調への相談対応、著しい迷惑行為を行った

者に対する対応が必要な場合に一人で対応させない等の取組を行うこと。

③他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為による

被害を防止するための取組

①及び②の取組のほか、他の事業主力優用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの

著しい迷惑行為からその雇用する労働者が被害を受けることを防止する上では、事業主が、こうした

行為への対応に関するマニユアルの作成や研修の実施等の取組を行うことも有効と考えられる。

また、業種・業態等によりその被害の実態や必要な対応も異なると考えられることから、業種・業態

等における被害の実態や業務の特性等を踏まえて、それぞれの状況に応じた必要な取組を進めること

も、被害の防止に当たっては効果的と考えられる。

出典 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等{

ついての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)【令和2年6月1日適用】より抜粋
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労働契約法(抜粋)

(定義)

第二条この法律において「労働者」とは、イ吏用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

(労働者の安全への配慮)

第五条使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しっつ労働することが

できるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法の施行にっいて(抜粋)

5 労働者の安全への配慮(法第5条関イ剰

①趣旨

ア通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具

等を用いて労働に従事するものであることから、判例において、労働契約の内容として具体的に

定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護するよう配

慮すべき安全配慮義務を負っているものとされているが、これは、民法等の規定からは明らかにな

つていないところである。

このため、法第5条において、使用者は当然に安全配慮義務を負うことを規定したものである

出典:平成十九年法律第百二十八号労働契約法より抜粋

イこれにっいては、次の裁判例が参考となること(別添)。

0 陸上自衛隊判牛(最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決。最高裁判所民事

判例集29巻2号143頁)

0 川義事件(最高裁昭和59年4月10日第三小法廷判決。最高裁判所民事判例集

38巻6号557頁)

②内容

ア法第5条は、使用者は、労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払義務を負うほ

か、労働契約に特段の根拠ヌ見定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮

義務を負うことを規定したものであること。

イ法第5条の「労働契約に伴い」は、労働契約に特段の根捜蛛見定がなくとも、労働契約上の付

随的義務として当然に、使用者は安全配慮義務を負うことを明らかにしたものであること。

ウ法第5条の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものであること。

工法第5条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、イ吏用者に特定の措置を求めるも

0とこ



のではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な

配慮をすることが求められるものであること。なお、労働安全衛生法(昭和47年法律第57

号)をはじめとする労働安全衛生関係法令においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規

定されているところであり、これらは当然に遵守されなけれぱならないものであること。

個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)上の「個人情報」とプライバシーの違いに

ついて

個人情報保護法上の「個人情報」とは、生きている個人に関する情報で、特定の個人であると分かる

もの及び他の清報と紐づけることにより容易に特定の個人であると分かるものをいい 6去第2条第1

項)、個人情報保護法によって保護の対象となります。

個人情報保護法上、プライバシーの保護や取扱いに関する規定はありませんが、個人情報保護法

は、「個火情¥別の適正な取扱いにより、プライバシーを含む個人の権利利益の保護を図るものです。

一方、プライバシーは「個人情報」の取扱いとの関連に留まらず、幅広い内容を含むと考えられます。そ

のようなプライバシーの侵害が発生した場合には、民法上の不法行為等として侵害に対する救済が図ら

れることとなります。

出典:労働契約法の施行にっいて(平成24年8月10日基発0810第2号)

出典:個火情報保護委員会「よくある質問(個人向け)」より抜粋し、MS臥Dインターリスク総研株式会社にて一部編集

erson31info f3 ko'in #kl-4、(最終アクセス日:2022年3月17日)<
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発行月

発行者
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MS8ADインターリスク総研株式会社



(3)相談する際に整理して伝えると良いこと

口利用者・家族等から受けた行為の内容

誰に、何を、いつ、どこで、どのように・一等

口その行為を受けた直後の対応

我慢した、その場を離れた、対応を代わってもらったー・等

口その行為を受けたことによって1山や身体にどのような影響があったか
怪我をした、眠れなくなった、恐怖1山や不安を感じるようになったー・等

口相談した相手にどのような対応をしてほしいか
話を聞いてほしい、何があったか知ってほしい、担当を変えてほしい、相手に注意
してほしい・一等

匿名での相談も可能です。ただし、匿名の場合は事業者としても対応できる範囲に限界があるこ

とに留意しましょう。

※

(4)ハラスメントを目撃したらどうするか

同僚や部下がハラスメントを受けている場面を目撃したら、助けましょう。

●一時的に対応を変わる

.利用者に声をかけて他の事に意識を向けてもらう

●一緒に支援をする・対応をする

●困っていることについて話を聞く、共感してフォローする

.管理者や事業者の相談窓口などに相談するようアドバイスする

【場内で相。炎しつらかっ戸う・・・】

管理者や法人の相談窓口、同僚や知人・家族に相談しにくい場合は、外部に

誰でも相談できる窓口があの荻す。プライバシーは厳守されますので、安1山して
回回相談してください。 岳く人の rこころの茸二鷲柏抽」

●こころの亘
「T

Vvorkerhtt s: kokoro.mhlvv.0 回

.各自治体に設置された福祉・介護職員等の悩み相談窓口

例)東京都の場合

福祉・介護職員等の悩み相談(東京都福祉保健局ホームページ)
htt s://^.fukushihoken.metro.tok o.1./kiban/fukush而nzai/tei

Chakuikusei/soudan.html

障害福祉サーピス等に従事する皆様へ

※この窓口は都内で勤務している方など限定です。窓口の設置有無はご自身の働く

施設・事業所がある各自治体へお問い合わせください。

暴力を受けた・物を投げつけられた

怒鳴りつけられた

契約外のサーピスを強要された

性的な発言をされた

等.,.

このり一フレットは利用者や家族等から職員へのハラスメントを対象に、

「ハラスメントとはどのような行為を指すのか」「ハラスメントを受けたら

どぅすれぱよいか」「相談する際のポイント」などを皆さんに知っていただき、

安心して働けるようになることを目的に作成しました。

ぜひ手に取っていただき、臓場内でも対応について話し合ってみましょう。

令和4年3月

障害者総合福祉推進事業「障害福祉の現場におけるハラスメント1こ関する調査研究事業」
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(1)利用者や家族等によるハラスメントとはどのような行為を指すのか

利用者や家族等によるハラスメントは次のように整理されます(以下、本リーフレッ

トでは、利用者・家族等から示される次のような行為を「ハラスメント」という用語で

表現しぎす)。

1.身体的暴力

身体的な力を使って危害を及ぼす行為。(臓員が回避したため危害を免れたケースを

含む)

例)

■身体的暴力を振るわれた、振るわれそうになった

(つねられる、ひっかかれる、たたかれる、蹴られる、など)

■物を破壊する、攻撃されるなど、恐怖を感じる行為をされた

2.精神的暴力

個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。

例)

■脅迫する発言を受けた

■契約や制度上、提供できないサーピスを繰の返し要求された

■人格や能力を否定する発言をされた

3.セクシユアルハラスメント

意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的いやがらせ行為。

例)

■サービス提供時、不必要に身体に接触された、接触されるようなことがあった
(手を握られる、抱きしめられる、など)

■性的な発言をされた、繰り返し言われるようなことがあった

■性的な関係を迫られた

出典:株式会社三菱総合研究所「介談現場におけるハラスメント対策マニュアノレ」(2019年、3頁)をMS&ADインクーリスク総研株式会社にて一部修正

)ハラスメントを受けたらどうすれぱよいか

相談することと同様に、自身で身を守ることも重要です。日頃から管理者や同僚と

相談しながら、いざというときの対策を考えていきましょう。

その場での対応

事業者には「安全配慮義務」があのます。これは職員の
皆さんが安全かつ健康に働けるように配慮する義務のこと
です。また、相談した人のプライバシーを保護することも
求められていますので、相談した内容を皆さんの承諾なしに
誰かに共有することはできません。

ハラスメントを受けたら、安心して相談しましょう。

●自身が嫌な思いをしていることを伝える

職員は利用者を支援するという立場のため、ハラスメントを受けても我慢をしてし

まいがちですが、ご自身が嫌な思いをしていること・止めてほしいことを伝えるこ

とは大切です。伝え方によっては逆にエスカレートしてしまうこともあのますので、

日頃から職場内で利用者さんに合った伝え方を考えておきましょう。

●応援を呼ぶ・対応を代わってもらう

ハラスメントを受けたと感じたら、迷わず応援の職員を呼ぶか、対応を代わっても

らいましょう。一人で抱え込まないことが重要です。

●その場を離れる

利用者の安全が確保されていることが前提ですが、物理的に距離を取ることにより

感情の鎮静化が図られる場合があります。それにより、利用者が自身の言動につい

て不適切であったことに気付くきっかけに繋がるかもしれません。

再発を防ぐ

●報告・共有する

ハラスメントがあった際には必ず管理者等に報告し、記録も残しましょう。また、

会議などで情報を共有することで、臓場全体でハラスメントが再び起きないように

対応を考え談しょう。一人で抱え込荻ずに組織として対策を検討することが大切で

す。

●発生した背景を考える(支援方法などの見直しにつなげる)

利用者・家族等がその言動に至った背景を考えましょう。1小身の不調や生活上のス

トレスなどが、ハラスメントに繋がっている可能性があのます。また、原因はーつ

でなく、本人の体調や環境などのいくつかの要因が合わさっている場合もありぎす。

管理者や同僚とも相談して、支援方法や環境の見直し・改善をすることで再発を防

ぎましょう。

訪問系サービスについて
訪問系サービスでは1対1や利用者の居宅内での支援があることから、ハラスメントと認識され

にくい場合があり萩す。サービス提供従事者(ヘルパー)が日頃から報告や相談がしやすい環境を

作ることが重要であの、日欠の支援記録や本人に対して確認を行うなどの対応も考えられます。ま

た、ハラスメントを回避したり、応援できる体制を予め検討しておくことなども考えられます。


