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第１ 業務効率向上の基礎となるモチベーショ
ン維持・向上に期するための課題は何か

１．新型コロナ禍でのリモートワーク実施状況

２．日本産業衛生学会等の提言等

３．コミュニケーションの取り方の変化への対応
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５．リモートワークにおける労災、安全配慮義務違反リスク
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１．新型コロナ禍でのリモートワークの実施状況

（１）「テレワークの実施状況に関する緊急アンケート」 調査結果（東
京商工会議所・２０２０年６月１７日公表）

・テレワークの実施率は67.3％

・「実施している」企業のうち、52.7％は緊急事態宣言発令以降（２０
２０年４月８日～）から実施していると回答

・前回調査（２０２０年４月８日公表）と比較し41.3ポイント増加
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１．新型コロナ禍でのリモートワークの実施状況

（２）「緊急事態宣言下におけるテレワーク等の実施状況調査」 （経
団連:調査実施2021年1月）

・９割の企業が可能な限り在宅勤務・テレワークを導入

・テレワーク推進等の結果、11都府県で約87万人の出勤者の削減
（エッ センシャルワーカー等を除く135万人中、削減率約65%）が実現

・８割以上の企業が、感染拡大対策として「会食」(96％)、「出張」
(94%)、 「不要不急の外出」(83%)を自粛・禁止

・9割前後の企業がテレワークに向けたIT環境整備、業務内容・プロセス
を改善
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２．日本産業衛生学会等の提言による課題等

（１）はじめに

・「日本産業衛生学会」とは

産業衛生に関する学術の振興と、勤労者の職業起因性疾患の予防及
び健康維持増進を図ることなどを目的とした団体

・「日本産業衛生学会等の提言」とは

「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド（第５版修正済）」
（「一般社団法人 日本渡航医学会」「公益社団法人 日本産業衛生学
会」）
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２．日本産業衛生学会等の提言による課題等

（２）テレワークにおける従業員のメリット

・ワークライフバランスが向上する

・通勤がなく時間的・身体的負荷の軽減される

→ 上２つについては、個人差があると思われる

・業務に集中できる環境の確保しやすい

（個人が使い慣れている機器や備品）

・育児や介護との両立が可能となる

6



２．日本産業衛生学会等の提言による課題等

（３）テレワークにおける事業者のメリット

・従業員の感染リスクを低減できる

・労働生産性の向上が期待できる

→ 個人差がありえる

・オフィス関連コストが削減できる

・人間関係のトラブルが低下する

→ トラブルの種となることもあり得る
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２．日本産業衛生学会等の提言による課題等

（４）テレワークにおける従業員のデメリット

・仕事とプライベートの区別が難しい

・帰属意識の低下を招くことがある

・モチベーションの維持が難しい

・運動不足になりやすい

・上司とのコミュニケーションが取りにくい

・疎外感・適応への困難・昼夜逆転などの メンタルヘルス不全の誘発することがあ
る

・業務に集中できる環境の確保しにくい （椅子・机・照明・静寂などが不十分）
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２．日本産業衛生学会等の提言による課題等

（４）テレワークにおける従業員のデメリット

・テレワークの方が残業が⾧くなる?

【「パーソル総合研究所」の調査結果】2021年4月19日公表

→ コロナ禍前後の平均残業時間を比較すると、全体で2.8時間減ってお
り、テレワーカーでは3時間、出社者では2.6時間短くなっている

→ 次ページスライドのとおり、コロナ禍の前も後も、テレワーカーの方が残業
時間は⾧い傾向にあることが定量的に明らかとなったが、テレワーカーも、
コロナ禍前後で残業なしは19.6％から27.4%へと7.8ポイント増えては
いる
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２．日本産業衛生学会等の提言による課題等

【「パーソル総合研究所」の調査結果】2021年4月19日公表
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２．日本産業衛生学会等の提言による課題等

（５）テレワークにおける事業者のデメリット

・労務管理が難しい

・双方向の意思疎通が低下しやすい

・情報漏洩リスクが増える可能性がある

・教育育成・業務評価などが難しい

→ 管理職の負担は増すと思われる

・労働生産性が低下することがある
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３．コミュニケーションの取り方の変化への対応

（１）リモートワークによる職場での勤務の場合とのコミュニケーションの
取り方の変化

ア．新型コロナ禍以前

・同じ空間での対面でのコミュニケーションが当たり前

・先進的な企業以外では、社員同士のＷＥＢ上でのコミュニケーションは
例外的措置

イ．新型コロナ禍以降

・同じく空間での対面でのコミュニケーションを取る機会の低下

・対面でのコミュニケーションを取るとしても、ＷＥＢを通じての対面コミュニ
ケーションの増加
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３．コミュニケーションの取り方の変化への対応

（２）アフターコロナ、ウィズコロナにおけるコミュニケーション

・同じ空間での対面でのコミュニケーションが取れないことにデメリットがあるこ
とは否定できない

・他方、アフターコロナ（ウィズコロナ）の社員同士（取引先の担当者）の
コミュニケーションにおいて、WEB上でのコミュニケーションが推奨されていくこ
とは明らか

・今後は、WEB上でのコミュニケーションのデメリットに目を向けるのではなく、
メリットを活かしつつ、デメリットをどう解消していくかという発想が重要

・デメリットの解消方法は、業種や人事制度などにより異なり得るため、他社
の事例等を参考にしつつも、自社としてどうするかという視点が重要
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４．「リモハラ」の現実と業務指示

（１）「リモハラ」とは

・「リモートハラスメント」と呼ばれるハラスメントで、 リモートワーク中に受ける
セクハラやパワハラ、マタハラ等のことをいうとされている

→ 法律上の定義はない

→ 何か特別なハラスメントということではない

→ セクハラ、マタハラ、パワハラといった事業主に対してハラスメント防止
に関する措置義務が義務付けられているハラスメントが、リモートワー
クを介して行われるようになったということ
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４．「リモハラ」の現実と業務指示

（２）リモートワークでの業務指示

・セクハラ、マタハラ、パワハラが、リモートワーク下で行われると「リモハラ」と呼ばれる
ようになったとしても、管理職の職責は変わらない

・企業の生産性を向上させるために、能力不足の社員がいれば、当該社員に対し
て教育・指導を行う必要があり、また、問題行動を起こす社員がいれば、企業秩
序維持の観点から当該社員に対して注意・指導を行う必要がある

・リモートワークになって部下への教育が難しくなったからといって、教育をしなくていい
ことにはならないが、新型コロナ禍における急激なリモートワークへの移行という事
態があったことも事実であり、企業としても個々の管理職に部下の指導方法などを
委ねて放置すべきではない

・管理職には、必要に応じ、リモートワーク下における部下の指導やコミュニケーショ
ン方法等について研修や成功例に関する情報提供を継続すべき
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５．リモートワークにおける労災・安全配慮義
務違反リスク

（１）リモートワーク下での隠れ労災・安全配慮義務違反リスク

・事業場外みなし制度や裁量労働制を採用する場合

→ みなし労働時間制の適用者は通常でさえ、⾧時間労働等による負
荷の程度は把握が難しい

→ リモートワークになることで、対面で顔を合わせることもあった新型コロナ
禍以前に比べ、従業員の拘束時間等を把握することがより難しくなっ
ている

→ 表に出ない隠れ⾧時間労働が存在する可能性
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５．リモートワークにおける労災・安全配慮義
務違反リスク

（２）⾧時間労働＋ハラスメントによる労災・安全配慮義務違反リスク

・近時の労災として認定された案件や⾧時間労働絡みで安全配慮義務
違反が認められた事案において、ハラスメントがあったことも労働者に対す
る心理的負担を強めた事情として認定されているケースが散見される

・現在のリモートワークは、新型コロナ禍の混乱の中で導入された経緯があり、
労働時間の管理や、「リモハラ」防止への対応が後手後手に回ってしまって
いる企業があるのも現実

・リモートワークにおける労災・安全配慮義務違反リスクを低減させるのであ
れば、リモートワークにおける労働時間管理と、「リモハラ」防止の両輪で対
策を講じていく必要がある
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５．リモートワークにおける労災・安全配慮義
務違反リスク

（２）⾧時間労働＋ハラスメントによる労災・安全配慮義務違反リスク

【東京地判令2.3.25・アルゴグラフィックス事件】※労災事案での持ち帰り残業の労働時間性

・亡Ｄは、Ｙから貸与され、業務用に使用していたパソコンを自宅に持ち帰り、夜間、深夜及び早朝の
時間帯に、見積書や提案書等の作成やメールの送信等の作業を頻繁に行っていたものであり、発症前
６か月の期間においては、Ｙ事業所を午後８時頃に退社する日もあったものの、午後９時以降に退
社することが常態化しており、午後１１時前後に退社することも多かったというのであるから、Ｙ事業所
内での作業が終わらないため、自宅で業務を行わざるを得なかったものと認めるのが相当である。そうす
ると、亡ＤがＹ事業所外及び所定労働時間外に行った、いわゆる持帰り仕事についても、労働時間と
して算定すべきである。

・亡Ｄの持帰り仕事に係る労働時間については、亡Ｄが送信したメールの時間及び内容、Ｙから貸与
されていたパソコンのアクセスログを考慮して、そこからうかがわれる作業時間を基に認定するべきであると
ころ、ある程度の仕事量が存在し、継続的な作業が行われたと認められる場合には、かかる持帰り仕
事が業務の過重性に影響したと評価することができるから、証拠からうかがわれる作業時間を合計した
上で、これを３０分単位で切捨てにした時間を業務の過重性に影響した労働時間として認定するのが
相当である。
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５．リモートワークにおける労災・安全配慮義
務違反リスク

（２）⾧時間労働＋ハラスメントによる労災・安全配慮義務違反リスク

【東京地判令2.3.25・アルゴグラフィックス事件】※労災事案での持ち帰り残業の労働時間性

・Ｙは、亡Ｄに対しては、他の同僚より少ない目標予算を設定していたものであり、持帰り仕事をせざる
を得ないほどの業務を与えておらず、また、就業時間外かつ被告事業所外における作業を指示したこと
はなく、むしろ禁止していたものであるから、持帰り仕事は、あくまで自身の行動スタイルとして亡Ｄが自
由意思で行っていたものであり、労働時間に算入すべきでないなどと主張する（※会社側の主張）

・仮に、亡Ｄの目標予算が他の同僚より少なかったなどの事情があったとしても、そのことから直ちにＹ事
業所内で作業が終わらずに自宅で業務を行わざるを得なかったことが否定されるものではない。亡Ｄの
上司であるＥ事業部⾧は、亡Ｄから休日並びに深夜及び早朝の時間帯に業務に関するメールが多数
送られてきているにもかかわらず、これについて亡Ｄに対しかかる作業を中止するよう何らかの指示を行っ
たとは認められず、むしろこれを黙認ないし容認し、亡Ｄに持帰り仕事を継続させたものであり、Ｙにお
いて、亡Ｄの自宅作業を業務とは無関係な自由な行動スタイルとしてされたものであると断じ得るもの
ではない。Ｙの上記主張は、採用することができない。
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５．リモートワークにおける労災・安全配慮義
務違反リスク

（２）⾧時間労働＋ハラスメントによる労災・安全配慮義務違反リスク

・みなし労働時間制を採用しているからといって安心というわけではない

・通常の労働時間管理の場合も、始業・終業時刻の確認のみでは隠れ残
業を見逃すおそれあり

→ WEB会議などでも本人の顔色などは常にチェックすべきであるし、業
務用のPCを貸与しているのであれば、必要に応じログイン・ログオフ
の時間なども確認し、始業・終業時刻とのズレなどがある場合はその
理由を確かめるなどし、できるだけ隠れ⾧時間労働を防止すべき
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第２ 課題に対応した今後の「リモートワーク」活用
対策をどのようにするか
～新ガイドラインの内容にも配慮して～

１．新ガイドラインの制定

２．モチベーションとチーム力の維持・向上に向けたコミュニケーションの
活性化策

３．「リモハラ」の防止等

４．労働時間制度、労働時間・労働時間の状況の把握・管理等

５．ストレスチェック制度の積極活用・⾧時間労働者の健康管理

６．リモートワークに関する執務規定等の整備
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１．新ガイドラインの制定

（１）ガイドライン改訂の趣旨

ア．従前のガイドライン「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施の
ためのガイドライン」

・新型コロナ禍以前に作成されたものであり、その内容はどちらかというと、労基法の労働時
間の適用との整合性が中心

イ．改訂後のガイドライン「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライ
ン」

・テレワークについては、新型コロナウイルス感染症対策として、非常に多くの企業において
新たに実施されるようになっている

・ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると
同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方であり、働き方改革の推進
の観点からも、その導入・定着を図ることが重要
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１．新ガイドラインの制定
（２）テレワークの導入関係

ア．導入時等の労使の対話の重要性

・テレワークを推進するなかで、従来の労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生
産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリット
のあるもの

・テレワークを円滑かつ適切に導入・実施するに当たっては、あらかじめ労使で十分に話し合い、
ルールを定めておくことが重要

→ 現実は、新型コロナ禍による緊急事態宣言で突貫工事で導入

イ．テレワーク対象業務

・一般にテレワークを実施することが難しい業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる
場合があり、管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ま
しい

・オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要
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１．新ガイドラインの制定
（２）テレワークの導入関係

ウ．テレワークの対象者

・テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった
雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意

→ パワハラになるおそれ

・在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働
者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務の利用

・特に新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、コミュニケーションの円滑化に特段
の配慮

エ．電子化等

・不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化等が有効であり、職場
内の意識改革をはじめ、 業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい
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１．新ガイドラインの制定

（３）テレワークと育成・評価

ア．テレワークにおける人事評価制度

・人事評価の評価者に対しても、訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる

・時間外等のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは
適切な人事評価とはいえない

・テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際
には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うことが望ましい

・テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している
労働者を高く評価すること等も、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるもの
であり、適切な人事評価とはいえない

25



１．新ガイドラインの制定

（３）テレワークと育成・評価

イ．テレワーク状況下での人材育成

・オンラインでの人材育成は、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をす
ることも有用

→デメリットの克服も

・テレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要な研修等を行うことも有用

→これは特に管理職に必要（部下から上司への「テクハラ」防止）

・自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、管理
職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい

→新型コロナ禍（アフターコロナ）においても管理職が適切なマネジメントを可能とするような方法
論等の管理職への提示、アップデート
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１．新ガイドラインの制定

（４）テレワークにおける労務管理上の留意点（ルールの策定と周知）

ア．テレワークに要する費用負担の取扱い

・テレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない

→ 交通費削減との兼ね合いなども考慮要素

・個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々である
ため、労使のどちらがどのように負担するか等についてはあらかじめ労使で十分に話し合い、
企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい

・在宅勤務に伴う費用について、業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態を踏まえて合
理的・客観的に計算し、支給することも考えられる

→ ただ、その管理コストとの兼ね合いである程度大ざっぱにならざるを得ない面も
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１．新ガイドラインの制定

（４）テレワークにおける労務管理上の留意点

イ．自社の業務にあった労働時間性の導入

・労働基準法上の全ての労働時間制度でテレワークが実施可能。このため、テレワーク導入
前に採用している労働時間制度を維持したまま、テレワークを行うことが可能。一方で、テ
レワークを実施しやすくするために労働時間制度を変更する場合には、各々の制度の導入
要件に合わせて変更することが可能

・通常の労働時間制度及び変形労働時間制においては、始業及び終業の時刻や所定労
働時間をあらかじめ定める必要があるが、必ずしも一律の時間に労働する必要がないとき
には、テレワークを行う労働者ごとに自由度を認めることも考えられる

・フレックスタイム制は、労働者が始業及び終業の時刻を決定することができる制度であり、テ
レワークになじみやすい
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１．新ガイドラインの制定

（４）テレワークにおける労務管理上の留意点

イ．自社の業務にあった労働時間性の導入

・事業場外みなし労働時間制は、労働者が事業場外で業務に従事した場合において、労
働時間を算定することが困難なときに適用される制度であり、テレワークにおいて一定程度
自由な働き方をする労働者にとって、柔軟にテレワークを行うことが可能となる。（※ この他、
事業場外みなし労働時間制を適用するための要件について明確化）

→ 本当に、テレワークに事業場外みなし労働時間制度を適用する要件が明確化したの
か

→ 加えて、本当にテレワークの事業場外みなし労働時間制度を適法に適用できるのか
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１．新ガイドラインの制定

（４）テレワークにおける労務管理上の留意点

ウ．労働時間管理の把握

・労働時間の管理については、本来のオフィス以外の場所で行われるため使用者による現認
ができないなど、労働時間の把握に工夫が必要となる一方で、情報通信技術を活用する
等によって、労務管理を円滑に行うことも可能となる

・労働時間の把握については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に
関するガイドライン」を踏まえ、次の方法によることが考えられる

→ パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として、始業及び終業の時刻を
確認すること（テレワークに使用する情報通信機器の使用時間の記録等や、サテライト
オフィスへの入退場の記録等により労働時間を把握）

→ 労働者の自己申告により把握すること（※ 労働時間の自己申告に当たっては、自
己申告制の適正な運用等について十分な説明を行うこと、労働者による労働時間の適
正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと 等の留意点を記載）
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１．新ガイドラインの制定
（４）テレワークにおける労務管理上の留意点

ウ．労働時間管理の把握

・中抜け時間（※ 把握する際の工夫方法として、例えば一日の終業時に、労働者から報告させる
ことが考えられることや、中抜け時間について、休憩時間として取り扱い終業時刻を繰り下げたり、時
間単位の年次有給休暇として取り扱うことも、始業及び終業の時刻の間の時間について、休憩時
間を除き労働時間として取り扱うことも可能であることを記載）

・⾧時間労働対策

テレワークによる⾧時間労働等を防ぐ手法としては、次のような手法が考えられる。

☛ メール送付の抑制等やシステムへのアクセス制限等

☛ 時間外・休日・所定外深夜労働についての手続

☛ 労使の合意により、時間外等の労働が可能な時間帯や時間数をあらかじめ使用者が設定す
る等
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１．新ガイドラインの制定

（５）テレワークにおける労働環境（労災・メンタルヘルス等）の留意点

ア．テレワークにおける一般的な安全衛生の確保

・テレワークでは、労働者が上司等とコミュニケーションを取りにくい、上司等が労働者の心身
の変調に気づきにくいという状況となる場合が多く、事業者は、「テレワークを行う労働者の
安全衛生を確保するためのチェックリスト（事業者用）」を活用する等により、健康相談体
制の整備や、コミュニケーションの活性化のための措置を実施することが望ましい

・自宅等については、事務所衛生基準規則等は一般には適用されないが、安全衛生に配
慮したテレワークが実施されるよう、「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認
するためのチェックリスト（労働者用）」を活用すること等により、作業環境に関する状況の
報告を求めるとともに、必要な場合には、労使が協力して改善を図る又はサテライトオフィス
等の活用を検討することが重要
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１．新ガイドラインの制定

（５）テレワークにおける労働環境（労災・メンタルヘルス等）の留意点

イ．テレワークにおける労災・ハラスメント対応

・労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、
業務上の災害として労災保険給付の対象となる

・使用者は、情報通信機器の使用状況などの客観的な記録や労働者から申告された時間
の記録を適切に保存するとともに、労働者が負傷した場合の災害発生状況等について、使
用者や医療機関等が正確に把握できるよう、当該状況等を可能な限り記録しておくことを
労働者に対して周知することが望ましい

・事業主は、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等（以下「ハラスメン
ト」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられており、テレワー
クの際にも、オフィスに出勤する働き方の場合と同様に、関係法令・関係指針に基づき、ハ
ラスメントを行ってはならない旨を労働者に周知啓発する等、ハラスメントの防止対策を十
分に講じる必要がある
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１．新ガイドラインの制定

（５）テレワークにおける労働環境（労災・メンタルヘルス等）の留意点

ウ．セキュリティのへ対応

・情報セキュリティの観点から全ての業務を一律にテレワークの対象外と判断するのではなく、
関連技術の進展状況等を踏まえ、解決方法の検討を行うことや業務毎に個別に判断する
ことが望ましい

→ 個人情報保護、プライバシー及び企業秘密の重要性からすれば、セキュリティの問題
については、自社の業態等に合わせたセキュリティの導入とその定期的な見直しは必須
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２．モチベーションとチーム力の維持・向上に向けた
コミュニケーションの活性化策

（１）リモートワークでのコミュニケーションの向上と問題点

・コミュニケーションを取ろうとし過ぎると、過度に介入されていると捉えられるリスクがある【個の侵
害:パワハラ類型⑥】

・コミュニケーションを取らなすぎると、無視されていると捉えられるリスクがある【人間関係からの切
り離し:パワハラ類型③】

・さらに、部下によって、上記の受け止め方は異なる可能性がある

・業務に必要なコミュニケーションは取る必要はあるが、いつ、どのようなタイミングで、誰と、どのよう
なコミュニケーションを取るのかについては、それぞれの業種、職場、上司・部下の個性などに鑑み、
個別に判断していき、ある程度の失敗を重ねて常によりよい方法を模索していく他ない

・ただし、管理職には、どのような形式で部下とコミュニケーションを取るかについて、相応の裁量は
認められると解される
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２．モチベーションとチーム力の維持・向上に向けた
コミュニケーションの活性化策

（２）マネジメント・スタイルをどうするか

・各社や各人によってリモートワークにおけるモチベーションやチーム力がどうすれば向上するかという
問題は、こうすれば絶対よくなるという回答がある問題ではないが、大きな枠としては、マネジメン
ト・スタイルをどうしていくのかという部分によって方向性は変わってくる

・一つのスタイルとしては、仕事の進め方を大幅に社員の裁量に委ねてしまい、管理職としては、
仕事の成果や納期の管理等に注力するというスタイル

・もう一つのスタイルとしては、オフィスで勤務していた当時に近い環境をリモートワーク下においても
構築し、オフィスで勤務していたときと同様に逐次指揮命令したり、部下から報連相を受けたりし
て業務を遂行していくスタイル

・現実問題として、上記のどちらかのスタイルに割り切れないことも多いが、自社の業種・人事制
度、自分の部署の性質、自分の担当職務・地位、部下の個性などから、どちらのスタイルに軸足
を置くのかは決めておくことが望ましい
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３．「リモハラ」の防止等

（１）「リモハラ」防止

・一口にリモハラと言っても、リモハラには、事業主に対して各種法令に基づきハラスメント防止に
関する措置義務が課されているセクハラ、マタハラ、パワハラが含まれる

・リモハラ防止のために、事業主には、以下の対応が求められている

①リモハラの特性を理解すること

②その上で、セクハラ防止指針、マタハラ防止指針、パワハラ防止指針の措置義務を意識
して対応すること
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３．「リモハラ」の防止等

（２）「リモハラ」の特徴

・会議の前の部下等の様子などを見ながら打合せや指導をすることが困難

→ 対面で仕事や会議（打合せ）をしていたときは、会議が始まる前の部下の状況なども
把握したうえで会議に臨めていたが・・・

→ 会議後の部下の状況等についても把握しづらくなってきた・・・

→ 同じ空間での対面での打合せに比べて、部下の細かな表情の変化、ボディーランゲージ
など、会話以外で得られる情報の減少

→ リモート会議の場合、会議終了後の個別のフォローもしづらい

→ こちら（管理職）の表情なども伝わっていない可能性があり、言葉のみが一人歩きして
しまう可能性
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３．「リモハラ」の防止等

（２）「リモハラ」の特徴

・リモートワークは録音・録画が容易

→ 証拠化されやすい

→ 上司に都合の悪い部分のみクローズアップされる可能性

→ 言い過ぎたか心配になったような場合でも、他の社員から当該社員の状況（精神状
態等）を聞き出しづらくなっている

・意図しないハラスメントの増加?
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３．「リモハラ」の防止等

（３）「リモハラ」としての「セクハラ」

【セクハラ】

・「すっぴんもかわいいね」などと不必要に容姿に関する発言をする

・「彼氏もそこに来たりするの?」などと、業務に全く無関係なパートナーとの話を聞いてくる

・全身や室内を映すことを強要する

・1対1でのオンライン会議やオンライン飲み会に誘う

・SNSでの個別のつながりを求める
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３．「リモハラ」の防止等

（３）「リモハラ」としての「マタハラ」

【マタハラ】

・こんな時期に妊娠したの?

・産休・育休がとれるから、新型コロナ禍で会社に来なくて済んでいいよね

・○○さんは育休とらずにえらいね

→間接的に育休等を取得している社員を非難

・他の社員の子供が映り込んだ時に、「そういえば○○さんのところは子供はまだなの?」といっ
た発言
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３．「リモハラ」の防止等
（４）「リモハラ」としての「パワハラ」

【精神的な攻撃:パワハラ類型②】

・リモート会議中、相応の理由がないのに特定の労働者の発言を故意に無視したり、特定の
労働者に対してのみ高圧的な言い方で回答する

・他の労働者も参加しているリモート会議で、特定の労働者に対して厳しめの業務指導を数
分に亘り行う

・「大した仕事もしてないのにいい部屋にすんでるな」などと仕事と無関係な発言

【人間関係からの切り離し:パワハラ類型③】

・合理的な理由がないのに、特定の労働者をリモート会議に参加させない
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３．「リモハラ」の防止等

（４）「リモハラ」としての「パワハラ」

【過小な要求:パワハラ類型⑤】 ※リモートワークで増加すると思われる類型

・成果を求めるあまり、評価の低い社員に仕事を与えなくなる

・テレワークになったことにかこつけて、関係が悪化していた部下に雑用のような業務しか与えない

【過大な要求:パワハラ類型④】 ※リモートワークで増加すると思われる類型

・相応の理由がないにもかかわらず、カメラを常にオンにしておくことを執拗に要求する

【個の侵害:パワハラ類型⑥】※リモートワークで増加すると思われる類型

・リモート会議中に配偶者や子供などを画面に映すよう執拗に要求する

・リモート会議中に部屋の装飾や写真等について回答を拒んでいるのに執拗に問い質す

・過度にSNSでの個別のつながりを求める
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３．「リモハラ」の防止等

【個の侵害:パワハラ類型⑥】

・「リモート飲み」の問題

→ 本当に任意で不参加であっても不利益はなく、基本的に業務以外の話をするようなリ
モート飲みであれば問題ない

→ 上司なども参加した「リモート飲み」でハラスメントがなされた場合の会社の責任は?

→ 「職場」といえるか?

→ 労災、使用者責任、安全配慮義務違反
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３．「リモハラ」の防止等

（５）「リモハラ」から生じうる「テクハラ」（部下から上司へのパワハラの典型）

・パワハラには部下から上司に対するものもある

・その典型が「テクハラ」

・「テクハラ」とは、テクノロジーハラスメントの略語であり、法律上の定義はないが、「ITスキルの
高い人が、スキルを持たない人に『こんなことも分からないんですか』と嫌みな発言をしたり、
専門用語を多用して相手を混乱させる」ことなどをいうとされている

・このような「テクハラ」を防止するためには、①管理職に対してはリモートワークの仕組みや機
器の使用方法について十分レクチャーする必要があり、②部下に対しては、機器の使用に
疎い社員（管理職）をバカにするような言動もパワハラに該当する旨、研修等で周知する
ことも必要
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３．「リモハラ」の防止等
（６）「リモハラ」の防止への対策

・管理職層へのリモートワークに関する研修の実施

→ 管理職（特にテクノロジー関係に弱い管理職）を中心に、リモートワークにおける機器の使用
方法等について徹底的に教える

☛ 管理職が機器の使用方法で常に時間がとられるようであると、管理職としての威厳は保ち
づらい

☛ 自分がリモート会議から退出していることが他の参加者にわかってしまうということなど、会
議の参加者からどう見られているのかという点や、チャットなどの使用方法も

→ できれば管理職同士でテレワークのロールプレイイングを行い、お互いの良かった点、まずかった
点などを指摘し合う機会を設けるとよい

☛ 特に、部下であれば自分は嫌われているのではないかと感じてしまうような言動については、
指摘し合うことが重要
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３．「リモハラ」の防止等

（６）「リモハラ」の防止への対策

・業務であることを常に意識

→ リモートワークは自宅などのプライベートな領域で業務を行うため、業務とプライベートと
の区別が曖昧になり易い

→ 業務と関連しない言動は、ハラスメントになり易い傾向があるということは十分認識して
おく必要がある

→ 特に、セクハラ、マタハラに関しては、そのように受け取られかねない言動も含めて言わな
ければいいだけ（セクハラ的言動で生産性は向上しない）
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３．「リモハラ」の防止等

（６）「リモハラ」の防止への対策

・「パワハラ」については別途の考慮も必要

→ 管理職の職責として、企業秩序維持と、部下に対する教育・指導が含まれる

→ もっとも、上記職責を果たすためには、部下に対してパワハラ的な言動を行う必要があ
る

→ 「行為を正して、人格を非難しない」ということは当たり前として、リモートでの業務指導
では、意図が伝わりづらい部分があるため、感情的になっている際の指導は絶対にNG
であり、できれば、少し間を置いて、本人に言うべきことを自分の中で整理してから業務
指導するといった配慮は必要となる

→ 衆人環視の下での業務指導はパワハラと評価される一要素であるため、複数名でリ
モート会議をしている際に、重めの業務指導は避けるという配慮も必要
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４．労働時間制度、労働時間・労働時間の状況の
把握・管理等

（１）時間管理に関する考え方の大きな枠組み

・リモートワーク時の労働者の時間管理は、大きく分けて「厳格時間管理型」と「裁
量型」に分けられる

・「厳格時間管理型」

→ オフィスワークの時のように、始業・終業時刻を厳格に管理する

→ 中抜けなども厳しく管理し、所定労働時間内の職務専念義務を強く求め
る

・「裁量型」

→ 仕事に関する時間管理は、休日労働や深夜労働を除き、原則として労
働者の裁量に委ねる制度を導入する

etc.裁量労働制、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制
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４．労働時間制度、労働時間・労働時間の状況の
把握・管理等

（２）労働時間の管理が適切なのか

・新入社員には?

→ 教育・研修のことなども考えれば厳格時間管理型に寄るのでは

・事務系・管理系の社員には?

→ 決められた時間内で業務を行うことが可能と思われるため、厳格時間
管理型によるのでは

・成果で賃金が決まる働き方をする社員には?

→ 厳格に時間管理することに意味はなく、裁量型が向いているのでは
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４．労働時間制度、労働時間・労働時間の状況の
把握・管理等

（３）労働時間制度の⾧短
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５．ストレスチェック制度の積極活用・⾧時間労働
者の健康管理

（１）ストレスチェック制度

・ストレスチェックとは、毎年1回、企業が労働者の心理的負担の程度を把握する
ために検査をしなければならない、という制度

・新型コロナ禍における感染リスクや緊急事態宣言による一般社会生活の制約も
あるなかで、突如として導入されたリモートワークを行うことでメンタルヘルスに不調
を来している人は確実にいると思われる

→ 自社にも存在するとみて対応すべき

・対人での関わりが減少したことで対人ストレスが減少したと感じる人もいるが、他
の従業員への指示や連携が難しくなるなどし、仕事をコントロールしづらくなったこと
に対してストレスを感じている人が増えたことも事実

・そのようなストレスを抱えた社員を発見するための一つのツールがストレスチェック制
度
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５．ストレスチェック制度の積極活用・⾧時間労働
者の健康管理

（２）ストレスチェックの活用

・検査の結果は、企業には直接報告されず、従業員に直接伝達され、その
中に、ストレスの程度の評価結果や医師による面接の必要性などが記載さ
れる

・ストレスチェックの結果で高ストレスと判定された労働者が希望した場合に
は、産業医等による面接指導を実施する必要があり、そこでのケアが望ま
れる

・テレワークではオフィスワークに比べ、労働者の姿や行動の観察が難しいた
め、ストレスチェックの頻度を１年間に数回程度、増やすことも一つの方法
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５．ストレスチェック制度の積極活用・⾧時間労働
者の健康管理

（３）⾧時間労働者の健康管理（医師による面接指導）

① 労働者（高度プロフェッショナル制度適用者を除く）:月80時間超
の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者（申出）

→ リモートワーク対象者の場合は、申出がなくても面接指導を勧め
るなどの配慮を

② 研究開発業務従事者:①に加えて、月100時間超の時間外・休
日労働を行った者

③ 高度プロフェッショナル制度適用者:１週間当たりの健康管理時間
が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について月100時間を
超えて行った者
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６．リモートワークに関する執務規定等の整備

（１）新型コロナ禍での突貫工事での導入

・リモートワークは、昨年の新型コロナ禍による緊急事態宣言を受けて突貫
工事で導入された面が否めない

・テレワーク規程なども、作成せずに実施していた企業もあるし、突貫工事で
規定を作成したものの実態にそぐわない規定になっている企業もある
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６．リモートワークに関する執務規定等の整備

（２）通勤手当とリモートワークの費用負担

・リモートワークを基本とするのであれば、通勤手当は実費精算として、リモー
トワークに必要な費用の全部ないし一部について手当を支給することが多
い

・リモートワークの費用を細かく費目ごとに計算する例もあるようだが、管理部
門の負担が増加するため、ある程度画一的な負担割合を設定することで
もやむを得ないと思われる
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６．リモートワークに関する執務規定等の整備
（３）始業・終業時刻のスライド制

・時間管理して勤務する場合でも、スライド制を設ければ、ある程度柔軟な
働き方が可能となる

・ただ、スライドの幅を広げすぎると、時間管理する管理職の手間が増大す
る可能性

【規定例】

第●条（スライド制）

リモートワーク適用者は、７:３０～２０:００までの間であれば、前
日の午前までに上⾧の許可を得ることで、所定労働時間の⾧さは変わらず
に、始業・終業時刻を変更することができる。

※管理職の負担が増える場合は、スライド制を使用できるのを週１日に限
定するといった方法も考えられる
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ご静聴ありがとうございました。
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