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メッセージ 
 

UNI アジア太平洋地域組織

地域書記長  クリストファー・ウン

 

 
第 4 次産業革命が、世界中ですべての経済部門に大きな影響を与えてきたが、小売業

も例外ではない。小売部門では、無人店舗やセルフレジの売店が増える等、はっきり

と目に見える変化が生まれている。その一方で、小売業労働者は小売店舗の運営にと

り今でも必要とされていて、買い物客が店の応対に人間味を感じるうえで欠かせない

存在である。アジア太平洋地域では顧客数・店舗数ともに増加傾向にあり、小売業労

働者が顧客から不当な扱い、暴力、ハラスメントを受ける事件も増えている。これに

は特にインターネットやソーシャルメディアも影響している。憂慮すべき傾向だと言

える。 
 
小売業労働者は、他の部門の労働者と同様に、既存の労働安全衛生法・政策によって

保護されている、また保護されるべきである。しかしながら、とりわけサービス部門

での、第三者の違法行為に起因する傷害や精神的苦痛について、既存の政策は十分に

対応してこなかった。国際労働機関（ILO）はこのギャップについての理解と対応を

強化してきており、近いうちに新たな国際労働基準・勧告が策定されるものと期待し

ている。その一方で、加盟組合を励ますとともに、この国際的な動きの進展状況、及

び組合員、中でも特に不当な扱いやハラスメントの対象にされやすい女性や若年者の

保護を強化するために現場で何ができるかについて、情報を提供していきたいと考え

ている。 
 
UNI Apro を代表し、UA ゼンセン及びオーストラリア SDA に対し、この対策ガイド

ラインの作成にあたり貴重な経験と資料をご提供いただいたことに感謝を申し上げた

い。こうして事例を共有することによって、小売部門の加盟組合が職場における暴

力・ハラスメント対策を策定する際の参考になればと願っている。それと同時に、加

盟組合がこの対策ガイドラインを使用者との対話に活用し、より良い協力関係を構築

し、小売業労働者にとって健康で安全な職場環境づくりに貢献し、さらにはそれが顧

客満足度の向上につながればと願っている。  
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UNI 世界商業部会副議長  UA ゼンセン副会長

八野 正一

 

 
 
この度は、UNI Apro小売業労働者に対する暴力・ハラスメント対策ガイドライン発行

に対しお祝いを申し上げる。 

クレームとは、商品・サービスに関して消費者から不満がおこり、会社（店舗）に責

任ある対応を求められることである。クレームは消費者の意見がわかるアンテナでも

あり、サービスを向上させるためには有益な情報であるため、誠意ある対応をしてい

く事が基本的な姿勢として求められる。 

しかしながら、近年、報道等で様々な団体が謝罪している場面を数多く見かけるよう

になり、日常的に消費者から店舗で謝罪要求を受けるようになっている。また、消費

者の不当な要求を受け日常の仕事に支障が生じ、流通・サービス産業に従事する労働

者に大きなストレスを与える事例が後を絶たない。消費者からの不当な要求は、ハラ

スメントの新しい領域としても社会的な問題となっている。 

流通・サービス産業では、顧客からの嫌がらせが起因していると考えられる退職者が

増加し、接客応対の難しさから働く仕事として敬遠される傾向にある。 

消費者からの意見については、企業として真摯に受け止め、産業のサービスレベルを

上げる為には不断の努力が必要である。一方で、社会通念上許される範囲を超えて行

われる「悪質クレーム」が存在することも確かである。消費者も従業員もお互いが共

に尊重される存在であり、健全で対等な関係をつくるためにはお客様は決して神様で

はないことを認識するべきである。産業の魅力を向上していくためには、このような

悪質クレームに対して毅然とした対応をとっていくことが必要であり、サービス産業

で働く者を守ることにもつながる。 

ILO では、職場におけるハラスメントや暴力を防止する新たな基準設定について議論

が行われており、注目されている。UNI の中でもいくつかの加盟組合が職場における

ハラスメント・暴力撲滅のためのキャンペーンを既に実施しており、多くの組合がこ

の問題に関心を寄せている。顧客からのハラスメントは、世界中で共通の課題となっ

ている。 

このような現状の課題を解決するために、UNI Apro小売業労働者に対する暴力・ハラ

スメント対策ガイドラインは、国内外でこの問題に関する認識を向上させ、問題解決

のために組合が行動を起こすために非常に有益なものである。 

このガイドラインを活用し、労働者にとって安全・安心な職場を実現することを大い

に期待する。  
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UNI Apro 商業部会議長

オーストラリア SDA（店舗流通関連労組）書記長

ジェラルド・ドワイヤー

 

 
すべての労働者には安全な職場で働く権利があり、ハラスメントや脅迫は、いかなる

形であれ、この権利に対する侵害に相当する。 
 
小売業やファストフード店の労働者は、顧客によるハラスメントや不当な扱いの対象

になることが多く、往々にして自らがコントロールできない事柄について攻撃される。

商品の品切れ、レジでの待ち時間の長さ、その他さまざまな問題が顧客にフラストレ

ーションを引き起こすが、これらは小売業労働者に落ち度があるわけではない。それ

にもかかわらず、顧客に対応する小売業労働者が、不当な扱いの対象にされてしまう。 
 
自分の仕事をしているだけなのに、職場で不当に扱われるいわれはない。私たちは小

売業労働者の代表として、以下を目指さねばならない。 
 
店舗での容認できない行動についてコミュニティの意識を改革し、そうする過程でコ

ミュニティの水準を向上させる。 
小売業の使用者に、職場における暴力・ハラスメントから小売業労働者を守る責任を

認識させ、受け入れさせる。 
 
小売業の従業員は、すべての労働者と同様、仕事の遂行に際して尊厳と敬意をもって

取り扱われるに値する。 
 
不当な扱いは決して許してはならない！私たちはみな、職場における暴力・ハラスメ

ントに「ノー」の意思表示をせねばならない。 
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はじめに 
 

目的 
 
この対策ガイドラインの目的は、小売業の労働者に対する暴力、脅し、不当な扱いは

容認できない行動である、という意識改革を促すことにある。労働者は不当な扱いに

ついて声をあげ、報告し、また不当な扱いを「通常の」職務範囲内のこととして受忍

しない自信をつける必要がある。この対策ガイドラインがきっかけとなり、基盤を提

供することで、加盟組合が使用者及び政府と協議を始め、戦略的連携を構築し、それ

が職場にガイドラインを確立し、「暴力、ハラスメント、不当な扱いを受忍することは

仕事の一部ではない」というメッセージを拡大するまでに発展することが期待される。 
 

 

想定する利用者 
 
この対策ガイドラインの利用者としては、UNI Aproの加盟組織、とりわけアジア太平

洋地域の UNI 商業部会加盟組織を想定している。 
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暴力とハラスメント － 職場の問題 
 

 

小売業の従業員への攻撃に関する報道 （左）シンガポール（右）マレーシア 

 

職場における暴力やハラスメントが、労働者、組合、使用者にとって深刻な懸念事項

となっていることは疑う余地が無い。金銭や価値の高い物品を取り扱う等、特定の種

類の業務に携わるサービス部門の労働者（レジ係、配達員、銀行・郵便局のスタッフ、

店員等）がとりわけ標的にされやすいことは、広く知られている。残念なことに、労

働者が顧客から暴行された、不当な扱いを受けた、というニュースが頻繁に報道され

ている。これは多くの国々で、小売業が国の経済に占める割合が極めて大きいからだ。

例えばオーストラリアでは、2014 年に小売業は労働者数で第 2 位の産業であり、この

部門で働く労働者は 120 万人を超え、全労働者の 10.5％を占めている。また日本では、

2012 年の時点で小売業は 783 万人を雇用していた。 

 

 

職場における暴力・ハラスメント：国際基準を策定する取組み

の歴史 
 
国際労働機関（ILO）では、労働者に対する職場における暴力・ハラスメントの問題

がこの 20 年間、何度も議論されてきた。ILO はまず、「サービス部門の職場における

暴力とその対策」について実務指針を策定することを目的に、2003 年に専門家会議を

開催した。2004 年に発表された実務指針は、職場における暴力を「妥当な行動の範囲

酒の販売を断られた男が、店員を激しく 

攻撃 昨日 8:35 

「気をつけろ！」と去り際にレジ係を脅迫 

食用油を巡って怒った客が、レジ

係を平手打ち 

ジョージタウン：販売を拒んだレ

ジ係の女性を平手打ちした男を、

警察が捜索している。 
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を逸脱した行為、出来事、ふるまいで、相手の職務遂行中に、または職務を直接の原

因として、暴行、脅迫、危害、障害を被らせるもの」と定義している。 

 内部者同士の暴力は、職場において管理者・監督者を含む労働者間で発生す

る暴力 

 外部者との暴力は、職場において労働者（及び管理者・監督者）と職場にい

る他の人物との間で発生する暴力 

ここで重要なのは、2000 年代はじめのこの暴力の定義が、物理的な意味での職場で、

または物理的な意味での職場に直接関連して起こる暴力事件だけに焦点を絞っている

点だ。この定義には、ハラスメントは問題として含まれず、明示的に言及されていな

い。これ以降の議論では、「暴力」、「ハラスメント」、「職場」の意味を拡大して捉える

ことにする。 

 

知れば驚くような事実だが、職場における「ハラスメント」や「暴力」という言葉に

ついては、広く一般に受け入れられた定義が存在しない。これは一部には、歴史的、

法的、文化的状況の多様性に起因する。結果として、サービス部門の職場における暴

力にまず焦点を合わせたことは良しとして、国際労働基準では、職場における「暴力

・ハラスメント」という用語を定義してこなかったし、この問題の予防・対策に関し

て職場関係者の指針となる、信頼のおける対策ガイドラインが策定されることもなか

った。 

 

その後 2009 年の第 98 回 ILO 総会で、決議が採択された。この決議は、職場における

性別に基づく暴力の禁止、及びその予防に向けた政策、プログラム、立法、その他の

対策の実施を要請するものであった。この件は、ILO 理事会が着実に、検討・支援す

る方向で取り組んできた。そして第 325 回 ILO 理事会において、2018 年の第 107 回

ILO 総会でこの問題を「職場における男女労働者に対する暴力」に関する基準設定事

項として採択する決定を下した。この議論に備えるために、ILO は、今後策定するこ

とになる文書、つまり協約と提言に関する議論の方針を打ち出す目的で、2016 年に三

者による専門家会議を招集した。 
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職場における暴力・ハラスメントにノーと言おう！ 

 

 
2016 年の三者専門家会議は、職場で労働者をはじめとする人々に対して暴力・ハラス

メントが頻発していることを示す多数の証拠が既に存在することにつき、見方が一致

した。国際使用者連盟（IOE）の側も 2014 年に報告を発表し、職場における暴力は単

に人権問題であるばかりでなく、生産性を損ない、職務遂行を妨げ、常習的欠勤・離

職・事故の増加をもたらすことから経済問題でもある、との認識を示した。この報告

は、言葉による暴力・ハラスメント及び物理的な暴力・ハラスメントは、女性を対象

とすることが不均衡に多い点も指摘している。2016 年の専門家会議はまた、職場にお

ける暴力・ハラスメントの一部は現行の国際労働基準でも守れる可能性がある、とい

う点も指摘している。しかし現行の基準は、「暴力・ハラスメント」を定義せず、多様

な形態の暴力・ハラスメントの対処方法に関して手引きを提供しておらず、一部の労

働者しか対象とされていない。結論として、暴力・ハラスメントは、物理的、心理的、

性的側面を含む一連の容認できない行動・行為として取り扱うべきである、と指摘し

ている。 

 

職場における暴力・ハラスメント根絶の重要性は、2015 年の持続可能な開発目標

（SDGs）の採択によってさらに高まった。SDGs には 17 の目標があり、それぞれの

目標について進捗状況を追跡するターゲットを設定している。専門家は、SDGs 目標 3
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（あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する）、SDGs 目

標 5（ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う）、SDGs 目

標 8（包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働

きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する）、SDGs 目標 10（各

国内及び各国間の不平等を是正する）の達成は、目標達成にとって極めて重要である

と強調している。とりわけ SDGs 目標 5 は、職場における暴力・ハラスメントを根絶

する目的と密接に関連している。差別の撲滅、平等の促進、経済的安定の拡大に左右

される、という点が共通しているからだ。 

 

 

職場における性差に基づく暴力 
 
職場における暴力・ハラスメントは誰もが対象となりうるが、女性、及び性別による

役割・社会規範に関する社会通念になじまない人々が、より大きなリスクにさらされ

る。女性は小売業で雇用されることが多く、とりわけ顧客からのセクハラにさらされ

ることもあろう。そして往々にして、結果を恐れるがゆえに、加害者に立ち向かうこ

とを避けてしまう。結果に対する恐怖は、女性がセクハラや性暴力を報告するうえで、

深刻な妨げとなっている。ここでいう恐怖には、失業の恐れ、別の仕事を見つけられ

ない恐れ、信用を失う恐れ、トラブルメーカーとの刻印を押される恐れ等が含まれる。

この恐れを克服するために、女性小売業労働者をエンパワーする方策を検討すること

が重要となる。 

 

近年、UNI の機会均等局が、「Break the Circle!」（暴力の悪循環を断ち切ろう！）と

いうキャンペーンを始めた。このキャンペーンは、性差に基づく不平等と性暴力の間

に見られる循環的な関係に着目したものである。このキャンペーンは、職場における

暴力撲滅対策も目的としている。職場における暴力の根強さについて議論・熟考を促

し、組合が暴力の存在を摘発する方法を検討するうえで役立つように、多岐にわたる

資料が提供されている。これら資料は、「Break the Circle!」キャンペーンサイトから

アクセスできる。http://en.breakingthecircle.org/  
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UNI 機会均等局の「Break the Circle!」（暴力の悪循環を断ち切ろう！）キャンペーン 

 
労働安全衛生基準 
 
先に触れたように、職場における一定の形態の暴力・ハラスメントから労働者を保護

する国際的な労働基準は既に存在している。労働安全衛生（OSH）に関する現在の基

準がこれに当たる。ILOのOSH基準は、明示的には暴力・ハラスメントに言及してい

ないが、その条項の多くが身体の健康とともに、仕事関連のストレスも含めた心の健

康も対象としている。この基準は、国レベルで職場における暴力・ハラスメント対策

を講じるのに役立つ有用なツールやコンセプトを提供してきた。 

 

本対策ガイドラインは、労働安全衛生の重要性に関連する、既存の枠組みや議論を認

識し、また使用者の責任と労働者の積極的な関与こそが安全で健康的な職場の確保に

とって極めて重要である、という点についても異論はない。2013 年に、UNI Apro と

ASEAN サービス労働組合協議会（ASETUC）は、「小売業のための労働安全衛生ガイ

ドライン」を策定した。このガイドラインは、小売業に関連する労働安全衛生の課題

のあらゆる側面を扱い、職場におけるこれらのリスク管理に関してハザード管理アプ

ローチを採用した。UNI Apro と ASETUC がまとめたこのガイドラインの中で大きく

取り上げられているリスクの 1 つは、職場で直面する「暴力」に関するものだ。本対

策ガイドラインは、先行するこのガイドラインを踏まえ、これを以下のセクションに

引き継ぐことにする。 
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短くまとめると、職場における暴力・ハラスメントの問題はこの 20 年間に進歩してき

た。今のところ、職場に関する「暴力」や「ハラスメント」という具体的な用語につ

いて、広く一般に見解が一致した定義は存在しない。職場における暴力・ハラスメン

ト対策は、性差の側面も考慮しなければならない。新たな国際基準の策定によってこ

の問題への対応で合意がまとまるよう、今は国際的なレベルでの取組みが進行中であ

る。 

 

職場における暴力・ハラスメントの定義 
 
本対策ガイドラインでは、職場における「暴力・ハラスメント」の一般的定義を以下

のように理解する： 

 物理的、心理的、性的な被害を引き起こす一連の行為であり、 

 さまざまな形の暴力・ハラスメントは、物理的・心理的に影響を及ぼす行動

であり、行動そのもの（たたく、侮辱する、つばを吐きかける、どなる、等）

に加えて、行為の結果と影響も考慮すべきものである。 

 
議論を明確にするために、本対策ガイドラインでは、暴力・ハラスメントの問題を、

労働者間、または労働者と監督者との間の問題ではなく、第三者（つまり顧客または

消費者）が引き起こす問題に限定して焦点を当てる。この捉え方は、2010 年に欧州社

会対話がまとめた、様々な産業の職場における第三者からの暴力・ハラスメント対策

ガイドラインに由来する。この欧州ガイドラインは、「第三者暴力の問題は職場におけ

る（労働者間の）暴力・ハラスメントの問題とは明らかに別問題であり、労働者の健

康・安全への影響及び経済面への影響という観点から、固有のアプローチを要する極

めて重大な問題である」と指摘している。 

 
2010 年の欧州多部門ガイドラインは、第三者による暴力・ハラスメントは以下の形態

もありうるとも指摘している（ただしこれらに限定されない）。 
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a) 物理的、心理的、言語的、性的なもの 

b) 一度限りの偶発的事件、系統だった行動パターン、個人によるもの、集団に

よるもの 

c) 原因は、クライアント、顧客、患者、サービス利用者、生徒・その親、一般

の人、サービス提供者による、行為や行動 

d) 敬意の欠如から、より深刻な脅迫・物理的暴行まで、多岐にわたる 

e) メンタルヘルスの問題に起因し、感情的理由、個人的な嫌悪感、性別、人

種・民族的背景、宗教・信条、障害、年齢、性的指向、または身体イメージ

に基づく偏見を動機とする 

f) 当該従業員とその評判、または使用者・クライアントの資産を標的にする組

織的またはご都合主義的な犯罪行為であり、公的機関の介入を必要とする 

g) 被害者の人格、尊厳、品位に深刻な影響を与える 

h) 職場で発生するもの、開かれた空間かプライベートな環境かを問わず仕事に

関連する 

i) さまざまな情報通信技術（ICT）を使ってサイバー暴力・サイバーハラスメ

ントの形で発生する 

 

労働者を暴力・ハラスメントにさらす可能性のある状況（単独

で、または複数が合わさって） 
 
ILOが 2016年に招集した専門家会議は、単独でまたは複数が合わさって、労働者を暴

力・ハラスメントにさらす可能性のある一連の状況を確認した： 

 一般の人と接触する仕事 
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 困った状況にある人々を相手にする仕事 

 価値の高い物品を取り扱う仕事 

 労働法や社会的保護がまったく、または適切に対象としないか、または保護

しない状況での仕事 

 資源に制約のある状況（不適切な設備、不十分な人員等）の仕事 

 通常と異なる労働時間（特に夕刻、夜間労働） 

 単独で、比較的に孤立した状態で、または遠隔地の仕事 

 親密な空間や個人宅での仕事 

 サービスを断る力を持つこと。サービスを受けようとする第三者による暴

力・ハラスメントのリスクが高まる 

 紛争地域での、特に公的サービス・緊急サービスを提供する仕事 

 失業率の高さ 

 

これらの状況は、明確な規則や責任が無いこと、不適切な職務割り当て、非現実的な

生産目標、コミュニケーション不足等の、人材管理や作業管理の不手際に起因するこ

とが多い。労使関係のまずさや差別的な慣行もまた、労働者に対する暴力・ハラスメ

ントのリスクを高めかねない要因である。 

 

以下のセクションでは、日本の UA ゼンセン及びオーストラリアの SDA（小売・流通

・関連従業員組合）の事例に着目し、店舗労働者が直面する暴力・ハラスメントの課

題への取組み方を紹介する。 
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日本及びオーストラリアのキャンペーン 
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日本：日本の消費者による“悪質クレーム”に関する、UA ゼン

センのキャンペーン実例 
 

 

悪質クレーム対策を求める UA ゼンセンの署名活動キャンペーン 

 

日本では、サービス産業の労働者は、“消費者は常に正しい”という風潮に従うべきと

いうプレッシャーにさらされている。このような環境は、顧客上位の思想やその風潮

を利用し、店員に迷惑行為をする“カスタマーハラスメント”を助長させている。 

 

このような消費者による非社会的なふるまいは、この業界での高い離職率を引き起こ

し、サービス産業は魅力がないというネガティブな印象をつくりだし、結果としてこ

の業界の人手不足を起こしている。 

 

消費者によるハラスメントに対応するための対策はあると思われるのだが、多くの企

業はそれらを全面的に実施しようとはしない。企業はこれによりイメージが損なわれ

ることを恐れている。さらに、理不尽な消費者からの悪質クレームに関する明確な定

義はない。 

 

UA ゼンセンによると、悪質クレームとは、顧客による店員への理不尽な苦情が嫌が

らせとなりうるもののことである。顧客が何時間も労働者を叱咤し、繰り返し謝罪す

ることを強要する場合もある。店員もセクハラの対象となり、労働者の尊厳を傷つけ

るようななり方で脅されるという傾向が強まっている。 
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2017 年、UA ゼンセン流通部門は加盟組合と組合員を対象に調査を行った。その調査

では 168 組合から、50,878 人の回答を得た。その中で以下のことが明らかとなった： 

 

 74%が消費者からの迷惑行為を経験した 

 90%が迷惑行為によるストレスを感じた 

 50%が迷惑行為が増えていると感じている 

 40%が迷惑行為にあったとき「何もできなかった」 

 

 

2017 年、初の署名提出について、マスコミの報道 

 

調査の結果を受けて、同年に UA ゼンセンは加盟組合から「サービスを提供する側と

サービスを受ける側が共に尊重される社会をめざす決議」と 2 万筆をこえる組合役員

の署名を集めた。そして 2017年 11月 16 日、調査結果と署名を、主な要望項目ととも

に厚生労働省に提出した。主な要請項目は以下の通りである。 

 労働者を消費者のハラスメントから守る対策を講じ、使用者に責任を自覚
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させ、かつ対策への必要なアクションを起こすことを徹底させる 

 政府は、消費者によるハラスメント対策に関する実態調査、研究を行うこ

と 

 政府はハラスメントの被害を受けている流通サービス産業の労働者への違

法行為を防止する対策を講じること 

 

また UA ゼンセンは、悪質クレーム対応に関するガイドラインを作成した。 

（本ガイドライン参考資料参照） 

 

 

UA ゼンセンは 2018 年、下記の 3 つのアプローチでさらなる取組みを実施した。 

1. 効果的な対策を企業に義務付けることを含め、政府として悪質クレームの問題に

適切に取り組むように働きかけた。これにより 2 つの政党が「パワーハラスメン

ト法案」を参議院に提出した。この法案は 終的には否決されたが、参議院厚生

労働委員会で可決された働き方改革法案の付帯決議に悪質クレーム対策が含まれ

るという、前進につながった。 

 

2. セミナー、シンポジウム開催、メディアへの働きかけを通じて、この問題が深刻

で、広まっていることに対する意識啓発を行う運動を推進する。また UA ゼンセ

ンは署名キャンペーンを継続して行い全組合員から 170 万を超える署名を集める

ことで大成功を収めた。2018 年 8 月 10 日、UA ゼンセンは新しい法律を制定す

ること、現行の法律を悪質クレームに対処する上でより効果的にするという要請

とともに署名を厚生労働省に提出した。 

 

3. 使用者団体と労使対話を行い、情報・意見交換を実施し、企業に対し効果的な対

策を取るよう求め影響を与える。 
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オーストラリア：小売業・ファストフード店労働者に対する不

当な扱い・暴力を阻止するための SDA のキャンペーン 
 

 

SDA のキャンペーンのロゴ  

 

オーストラリアでも同様に、小売業・ファストフード店の労働者が顧客から攻撃、不

当な扱い、ハラスメントを受ける事件が増加傾向にあり、懸念されている。2017 年に

SDA がオーストラリア全域で小売業及びファストフード店の労働者を対象にオンライ

ン調査を実施し、これには 6,000 人を超える労働者が回答を寄せた。その結果による

と、85％を超える回答者が日常的に顧客からの不当な扱いや暴力に直面していること

が明らかになった。この結果を踏まえて、SDA は「No One Deserves a Serve（誰も

叱責されるいわれはない）」というキャンペーンを立ち上げた。 

 

このキャンペーンの主な目的は、まず顧客の行動・態度を改めさせることにより顧客

から不当な扱いや暴力を受けることのない安全な職場を確保し、労働者保護を強化す

ることにあった。オーストラリアには従来から、職場の安全衛生を求める確かな文

化・意識が根付いており、SDA のキャンペーンは、労働者にとって健康で安全な職場

を構築するという大きな目標に向けた課題を強力に推進した。このキャンペーンの目

標には以下の通りである： 

 

 SDA 組合員の調査 
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 キャンペーンの名称とロゴの策定 

 この課題についての顧客の意識改革 

 使用者・業界グループを改革に関与させる 

 立法政策・職場の方針を活用して労働者保護のための実際的な解決策を策定 

 安全衛生について組合員を教育 

 この問題にからめて組合員を増やす 

確認した目標に沿って、以下の行動を起こし、キャンペーンを実施した： 

 

顧客の行動を改革 

2017 年の祝祭シーズン中（つまり 11～12 月）、SDA はキャンペーンを立ち上げ、ラ

ジオ、ショッピングセンター、インターネット、テレビで広告を展開した。広告では、

顧客に対し、自分の仕事を遂行しているに過ぎないサービス労働者に対する自分の態

度・行動を反省するよう促した。この広告対策は実施期間中全国規模で展開され、こ

れを基に追加的なキャンペーンも生まれた。その一つが「Don’t Bag Retail Staff（小

売業スタッフを批判するな）」というミニキャンペーンで、いくつかの州で使い捨ての

買い物袋（plastic bag）の配布をやめた時期にうまく合わせたものだ。 

 

使用者・業界と連携 

2018年 3月、SDAは全国の小売・ファストフード業の使用者及び業界団体と協力して

業界円卓会議を開催し、この課題について協議した。この労使による円卓会議の結果

は、職場レベルで実際的な解決策を策定するのに役立つ 初のステップである。一例

としてショッピングセンターでの実験が提案され、顧客からの不当な扱い・暴力に対

2015 年から 2018 年にかけて 
総数 2 万人を超える労働者を対象に 
実施された SDA 調査において、 
顧客からの不当な扱い・暴力は、 

小売・ファストフード業全体で、一貫して 
安全問題のトップ 3 にランクされている。 
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処する多様なアプローチを試すことになった。使用者／業界団体は、キャンペーンの

メッセージを受け止め、この課題に対処すべく自らの役割を果たしている。SDA の報

告によると、職場における顧客の暴力に関連するリスク管理について、全国小売業協

会がウェビナー（インターネットで実施するセミナー）を開催した。 

 

小売業・ファストフード従業員の 
85%以上が、職場における 
不当な扱いを経験している。 

 
不当な扱いに耐えるのは業務の一部ではな

い。 

SDA のキャンペーンメッセージ 
 

協議の継続 

SDA はこのキャンペーンの重要性を維持するよう努めてきた。そのために、国、州、

地域レベルの会議、また組合幹部と職場代表との会議等のさまざまなレベルの会議で、

この問題がテーマとして取り上げられるよう努めてきた。 

 

労働安全衛生の能力強化 

SDA は毎年開催する安全に関するイベントでこのキャンペーンに焦点を当て、データ

収集の強化、及び顧客からの不当な扱い・暴力の事例報告の強化に重点的に取り組ん

だ。2018 年 8 月には、労働者との「安全に関するチャット」を実施し、結果をまとめ

る作業が進行中だ。また、安全に関する議題にこの問題を盛り込むうえで、全事件を

報告することが不可欠な理由について、労働者を啓発している。労働者に対する不当
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な扱い・暴力に関わる事件を報告することは、より良い対策を実施するための情報充

実に役立つ。労働者には以下が求められる： 

 店舗管理者／監督者に事件を報告 

 SDA の安全衛生担当者に情報を伝達 

 労働者安全衛生委員会に事件を報告 

 

労働者はまた、暴力・不当な扱いを受けた事件がメンタルヘルスに与えた影響に対処

できるよう、専門家の支援を求めることが推奨されている。 

 

 

労働者は、不当な扱いをされたときには必ず報告することが求められる 

 

 
関連公的機関と連携 

オーストラリア人権委員会（AHRC）は、職場におけるセクハラに関する全国実態調

査を実施した。この調査には、顧客によるセクハラに関する質問事項が盛り込まれた。

SDAはこのテーマに関するデータを収集し、その結果をAHRCの公的報告書に提供す

る取組みを始めている。 

 

キャンペーンのリンク先 
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キャンペーンの支援、またはキャンペーンに関する情報については、

www.noonedeservesaserve.com.au または www.facebook.com/SDAunion

をクリック 

 

ビデオ 

1. No One Deserves A Serve: https://www.youtube.com/watch?v=d_B4SSNvTgI

この広告は、2018 年度 Mumbrella（オーストラリアの広告会社）のテレビ広

告大賞にノミネートされた 

2. Check Yourself Before You Get To The Checkout: 

https://www.youtube.com/watch?v=mY0E9FpnUjo 

3. Don’t Bag Retail Staff: https://www.youtube.com/watch?v=RVHFUq318mI 

4. Working in fast food doesn't put us below you: 

https://www.youtube.com/watch?v=QBX9KAej5MM 
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尊厳とレジリエンス・プロジェクト 

 
尊厳とレジリエンス・プロジェクトは、アイケア・ニューサウスウェールズ（政府の

規制機関）、SDA、グリフィス大学のクイーンズランド・メンジーズ・ヘルス研究所、

使用者、従業員、政府機関の協力事業として招集された。このプロジェクトの目的は、

従業員が経験する事件を減らし、その深刻さを軽減する持続可能な解決策を、大勢の

顧客、使用者、従業員が主体となり調査し共同設計することにある。このセクション

では、アイケア・ニューサウスウェールズ、SDA ニューサウスウェールズ支部、グリ

フィス大学が 近開催した、顧客による不当な扱いに関する SDA 産業円卓会議の主な

結果及び提案を提示する。 

 

社会秩序を乱す、好ましくない顧客の行動 

 

調査チームの出した結論によると、社会秩序を乱す顧客の行動とは無礼な行動から言

葉による不当な扱い、物理的な攻撃・暴力まで多岐にわたる、サービス労働者を対象

とする好ましくないさまざまな行動を指して言う。これらの行動は、ひどさの程度が

低いものから高いものまで、その程度に段階があると捉えることができる。ひどさの

程度が低いものとしては、サービス労働者に対する無礼、失礼、不快な行動があり、

高いものとしては、さまざまな攻撃的行動がある。後者のひどさの程度が高いものは、

言葉による攻撃（違法なクレーム、けなし、どなる、セクハラ、サービス労働者を脅

す）、物理的な攻撃（モノを投げる・壊す、従業員を暴力的に押す、突く、たたく）、

犯罪行為（強盗、性的暴行）に分類できる。 
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ひどさの程度がさまざまな、好ましくない顧客の行動 

出典：尊厳とレジリエンス・プロジェクト報告、12 ページ 

 

 
このような行動が蔓延し、浸透し、有害となっている。そして従業員の精神的充足感、

身体的健康、勤務態度・勤務遂行能力に、短期的・長期的な悪影響を及ぼしている。

顧客の好ましくない行動に、組織の方針、サービス環境、顧客の動機等の要因がどう

影響しているのかについて理解するには、さらなる調査が必要である。調査チームは、

社会秩序を乱す顧客の行動と、それが従業員に与える影響を減らすために活用できる

4 つの戦略的方向性を確認した： 

1. 顧客サービス環境の改善 

2. 職場支援の強化 

3. 具体的な顧客サービス教育 

4. 顧客対応に当たる従業員の感情調整教育 
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体系的対策の概要 

No. 戦略的方向性 考えられる対策 

 
1. 
 

職場の改善 

顧客サービス環境の物理的な要因を改善。以下はその例： 
 
•通路を広げる 
•狭い通路を減らす 
•混乱を避ける直感的なレイアウト 
•列を明示する 
•防犯カメラをよく見える所に設置 
•音響と照明 

 
2. 
 

職場支援 

職場支援の強化を図る 4 つのアプローチを提案： 
 
1.従業員のエンパワーメントと従業員の自律性支援 

• 従業員の役割、労働環境、教育、方針に影響・方

向性を与える意思決定に、従業員を参加させる 
• 従業員が個人としての境界線を固めるやり方で顧

客対応するのを許容する（顧客の行動は容認でき

ないと伝える等） 
• 顧客との間で好ましくないやり取りがあったあ

と、従業員が短い休憩をとる柔軟な対応を許容す

る 
 
2.支援の確立と事件の共有 
 
正式な支援体制としては、メンタリングプログラム、事件

後の報告会、チーム構築活動等の形が考えられる。 
 

• 新参の従業員が顧客からの攻撃に対処するスキル

を高めるのに役立つメンタリング体制を導入する 
• 管理者の承認を得た事件後報告会を実施する 
• 同僚労働者の社会的・感情的支援を重視するチー

ム構築活動を促進する 
 
3.「客は常に正しい」という考え方の拒絶 
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No. 戦略的方向性 考えられる対策 

 
2. 
 

職場支援 

• 顧客に非がある場合に、従業員・監督者が活用で

きる明確な手順を確立する 
• 従業員を支える正式・非公式の方針、手順、活動

を導入する 
• 社会秩序を乱す顧客の行動を許さない組織文化を

確立する 
 
4.「いかなる違反も」許容しない文化を明示する戦略 
店内に掲示する。（攻撃は断固として許さない、等） 

3 
具体的な顧客サ

ービス教育 

調査は、従業員に、以下に焦点を絞った顧客サービス教育

を提供するよう提案している： 
 

• 防ぐことができるサービスの不手際を減らす。 
• 問題のある顧客への対応について、従業員の自信

を高める。 
 
これらの目的を補強するために、以下の分野の教育が推奨

される： 
コミュニケーション 

• アクティブリスニング 
• 対人能力 
• 援助要請能力 
• 問題解決能力 
• 顧客の怒り管理 
• 沈静化 
• 交渉 

4 

顧客対応に当た

る従業員の感情

調整教育 

 
顧客サービス教育に加えて、従業員には、感情調整・対処

方法に関する教育も提供するべきである。これは精神的に

健全で共感的な顧客対応を確立・維持するのに役立つ。 
 
教育は、顧客に対して向社会的なアプローチをとるべきで

ある。また従業員に、社会秩序を乱す顧客の行動に対する

感情的な反応を抑制・転換する能力を備えさせる点を重視

すべきであり、これには以下が含まれる： 
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No. 戦略的方向性 考えられる対策 

4 

顧客対応に当た

る従業員の感情

調整教育 

• 顧客が自分のニーズを伝えるのに苦労しているこ

とに気づく 
• 顧客の不満は個人に向けられているのではないと

認識する 
• 自分自身及び他者への感情表明を、効果的に認

め、これに対応する 
• 自分の認知反すう、及びこの認知行動をやめる方

法を確認する1 

出典：尊厳とレジリエンス・プロジェクト報告、8～9 ページ 
 

 

調査チームは、従業員及び使用者のフォーカスグループの協力を得て、2018 年 10 月

に調査を実施し、結果をまとめた。この考察の結果や提案された解決策は、各地の組

織が 2019 年に実施する対応策・資料の開発に活用される。 

 

 

  

                                                           
1「反すう」とは一般的に、不快な状況のさまざまな側面について繰り返し考えることを意味する。 
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ガイドラインのサンプル 
 

このセクションでは、過去 10 年間に策定された以下のガイドラインを紹介する。参考

資料として、本対策ガイドラインの利用者に役立つものと期待している。 

1. 2013 年に UNI Apro と ASETUC が共同で発行した、小売業のための労働安

全衛生ガイドラインから「暴力」対策に関する部分を抜粋したもの 

2. UA ゼンセンの悪質クレームに関するガイドライン（2017 年） 

3. 欧州社会対話の職場における第三者による暴力・ハラスメント対策多部門ガ

イドライン（2010 年） 

 
 

サンプル 1：2013 年に UNI Apro と ASETUC が共同で発行した

小売業のための労働安全衛生ガイドラインから、「暴力」に関す

る部分を抜粋したもの 
 

仕事に関連する暴力とは、個人が仕事に関連す

る状況において不当な扱い、脅し、攻撃を受け

る事件を意味する。これには物理的な攻撃だけ

ではなく、言葉による不当な扱いや脅しも含ま

れる。労働者に対するどんな形の暴力・ハラス

メントも、相手が同僚、管理者、第三者かとは

無関係に、けっして容認できるものではない。 

 

労働者は、物理的な攻撃、脅し、暴力的窃盗か

ら人種的・性的ハラスメントや言葉による不当

な扱いまで、顧客からさまざまな形の暴力を受ける可能性がある。使用者には、健康

リスクにさらされることのない安全な職場を提供するよう努める義務がある。この義

務は、武装した強盗やその他類似の暴力事件が起こる可能性を 小化するあらゆる妥

当な措置を講じることにまで、広く解釈しなければならない。 
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小売業労働者は、万引き犯や強盗による暴力だけではなく、レジでの待ち時間にいら

立った顧客による暴力にさらされる可能性がある。営業時間の延長や、レジに置く現

金を増やす必要性が高まる金融サービスの導入によって、労働者のリスクは増大して

いる。すべての小売業労働者は、たとえ自分自身は直接的に暴力事件に巻き込まれな

いとしても、恐怖心を抱く結果として大きなストレスにさらされる可能性がある。 

 

暴力のリスクを減らす 

労働者が暴力にさらされる可能性を小売企業が完全に防ぐことができないのは仕方な

いとしても、小売企業が労働者に対する暴力事件を減らす対策を講じることは可能だ。

以下の点を考慮する必要がある： 

 

 物理的な店舗のレイアウト： 

‐ 現金を取り扱うレジを客から遠ざける 

‐ 高価格商品を簡単に手が届かない所に置く 

‐ 可能ならキャッシュレス決済を活用する 

‐ カウンターを広く、高くする 

‐ スタッフが迅速に逃げるか助けを呼ぶことができるよう、可視性を高め、

照明を配置する。これは問題を起こしそうな人物の発見にも役立つ 

 

 防犯機器 － 警報装置、スクリーン、防犯カメラ。緩衝ヘルメットを被っ

ている人が入店する際にはそれを脱ぐよう求め、店舗の制限区域、警備員、

個人用警報装置にアクセスしようとする訪問者については身分証明書の提示

を求める等の、安全対策の存在を示す掲示物 

 

 現金回収手段： 

‐ 時間遅延金庫を活用 

‐ 現金を銀行に持ち込む時間に変化をつける 

‐ 銀行への道順を変更 

‐ 店舗に置く現金の量を制限 
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‐ 現金回収サービス専門業者の活用を検討 

 

 以下のために十分な店員数を確保すべき： 

‐ リスクの高いモバイル操作を行い、本部への通信リンクを提供する 

‐ 顧客が時間待ちする間にいら立つ可能性を減らす 

‐ 顧客が満足するよう、サービス・商品の適切な品質管理を図る 

‐ 万引きの抑止力となるよう行動する 

‐ リスクの高い入口、出口、受け渡し場所をモニターする 

‐ 特に夜間またはリスクの高い時間に、従業員が単独で、または極めて少

人数で働くことがないようにする 

 

 スタッフの教育 

‐ 緊急時の手順と防犯機器の操作について 

‐ 暴力沙汰等が発生した際の振る舞い方について 

‐ 現金取り扱い手順について 

 

 特に夜間に、安全な入店・脱出ができるようにする： 

‐ 屋外照明を改善し、駐車場を適切に照明する 

‐ スタッフのスケジュール計画の詳細を本部保管とする 

‐ 単独で働くスタッフに交通手段と個人用警報装置を提供する 

 

 顧客対応プログラムを適切に設計・運用する。これは特にクレームを扱う際

に意味を持つ。 
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暴力が引き起こす影響 

職場における暴力事件は、長い期間にわたって身体・心理面に影響を及ぼす可能性が

ある。暴力事件に対する反応は人によって異なるが、外傷後ストレスを特徴づける症

状は以下の通りである： 

 心拍数の上昇 

 不眠及び過敏症 

 筋肉の緊張 

 夜間行動 

 睡眠障害 

 神経質な行動 

 職場復帰への恐怖 

 恐怖症 

 不安症 

 抑うつ 

 悲嘆 

 罪悪感 
 

暴力事件の発生後は、外傷後ディブリーフィングとカウンセリングの専門家による外

傷後ストレスカウンセリングを迅速に実施することが極めて重要である。 

 

暴力にさらされた従業員は、事件の影響から回復するために、医療支援、カウンセリ

ング、休暇を必要とする。労働者は暴力事件に起因する病気、けが、ストレスについ

て補償を受ける資格がある。労働者はとりわけ目撃者として裁判への出廷を求められ

たり、犯罪補償制度を活用して補償を求めたり、労働者補償請求を行ったりする場合

には、継続的な支援・助言を必要とする。 

 

安全衛生担当者・委員会のメンバーには以下が求められる： 
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 職場における暴力リスクを軽減する方策について、従業員と協議する 

 これらの課題を使用者に持ちかける。問題が発生するまで待たない 

 暴力の問題を安全衛生委員会の議題に載せる 

 職場における暴力を予防する対策について使用者と協議し、暴力事件が発生

した際に従業員に適切なカウンセリングを提供できるようにする 
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サンプル 2：UA ゼンセン悪質クレームガイドライン 
 

第 3 課題を解決するための基本的姿勢（課題に対応して記載） 

 

1．企業がとるべき対応 

 

（1） 悪質クレームの定義と判断基準を明確にする 

現場レベルでクレーム対応の判断ができるように悪質クレームの定義を明確にするの

と同時に企業内で対応の考え方を統一する。その上で、クレーム事例からクレームを

類型ごとにまとめ、該当クレームごとに対応内容の基準を作成し、適正に対応できる

ように整理を行う。 
 

（2） 企業は事前の啓蒙・教育を行う 

企業は従業員に対して、悪質クレーム対策についての教育を実施し、従業員が過度に

対応しないように考え方や対応を徹底していく。 
 
（3） 毅然とした態度を示す 

顧客至上主義の行き過ぎを見直し、悪質クレームに対しては毅然とした態度がとれる

体制を構築する。『社会通念上受け入れられないことは、きちんと断る』という毅然と

した態度が必要である。企業は従業員の保護、または業務に支障をきたさないために

も悪質クレームに対して判断基準を設け、早い判断で対応していく。以下毅然とした

対応例を挙げる。 
ア）誠意をもって対応をした上で常識の範囲を超えた不当・過剰な要求につい

ては顧客ではなく、悪質クレームと判断する 
イ）悪質クレームに対しては、相手の言動や圧力に負けずに要求に対して毅然

とした拒否をする。 
ウ）複雑化・長期化が傾向のあるクレームには上位職位者が対応する。また、

専門機関があればそちらで対応する。迅速に判断していくことを心がける

必要がある。 
エ）訴訟や悪質性の高いクレームに対しては、警察・弁護士に依頼する等の対応

に切り替 
える。 

 
＊悪質クレームを常習化させないために毅然とした対応方法をもち、担当者の個人任

せにせず、孤立さることなく組織的な対応と担当者のメンタル面を意識する。 
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第 4 悪質クレームの定義 

 
悪質クレームの判断基準について 
 
悪質クレーム問題の難しいところは、悪質性の判断の困難さにある。例えば、裁判に

なったときに、対象者の行為が違法と判断されるのか適法と判断されるのが困難な場

合が多い。しかし、業界団体が司法判断の他に、悪質クレームの判断基準を持ち、さ

らに企業や業界団体が基準を共有することによって、社会的事実として慣習法上のル

ールを形成し、企業が自発的・積極的に悪質クレームへの対応を行いやすくする。ま

た、悪質クレームに対応するのは現場の従業員であって、その従業員が実際の目の前

の事態に対処するには、複雑な定義は不要あり、悪質クレームの定義については理解

しやすい簡易なものが求められる。 
 
そこで、社会常識を大きく超える迷惑な要求者というものが業界の悪質クレームの定

義として共通な認識になるだろう。一方で、悪質クレームの中には要求の内容自体に

は問題がないものの要求態度に問題がある場合や、反対に要求態度には問題がないも

のの要求内容が受け入れられない場合や、これらの複合型の場合等、さまざまな類型

が考えられる。これらのすべての類型を悪質クレームの範疇に含める定義がもとめら

れる。以上を考えたところによれば、悪質クレームとは：「要求内容、又は、要求態度

が社会通念に照らして著しく不相当であるクレーム」とするのが適切である。 
 
上の定義によっても定義自体にいまだ不明確な部分もあり、悪質クレームの判断は第

7 に示すように類型別の判断方法を用いるべきである。  
 
 
第 5 啓発・教育 

 
1．啓発活動と教育について  

 
（1）啓発活動 

悪質クレームは、いったん事案が発生してしまうと、その解決に多大な時間

と労力を要する。まずは、クレームが発生しないような予防策を講じること

が重要である。 
予防策の効果が大きいと考えられる方法が教育・研修の実施である。大きく

分けて、従業員を直接指揮監督する監督者向けの研修と、広く従業員の気づ

きを促す一般従業員向けの研修があるが、繰り返し、定期的に実施すること

が効果が高いと考えられる。 
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（2） 企業トップのメッセージ 

企業として悪質クレームには毅然とした対応方針を明確に打ち出すことが重

要である。 
企業としての方針の明確化は、従業員の保護をすすめ、対応の長期化を防ぐ

ことにつながるとともに、従業員一人ひとりが意識を持つことこそが、真に

実効性のあるものにしていく鍵となる。さらに、職場で働く者の、後ろ盾と

なり、お客様と接する際の安心感を高めることが 大の効果をもたらすもの

として期待できる。 
 
（3） 管理職への指導・教育 

ア）クレームに対する的確な初期対応とレベルの向上のために、指導・教育

に係るマニュアルの整備をしていく。 
イ）クレーム事案の発生、被害拡大、再発等の防止に対しては「ミスは起こ

り得る」との認識に立ち、クレーム情報を一元的に管理するため、報告

（連絡）の徹底を指導する。 
ウ）クレーム情報を集約するため、従業員に対して報告（連絡）の徹底を指

導する。 
 
（4） 従業員への教育 

ア）クレーム対応は発生した内容と、種々の分類により変化することを認識

し、業務に必要な知識（刑事法令、民事法令、特別法令）等の研鑽に努

めるとともに、顧客に応じた適切な措置がとれるような判断能力等の向

上を図る。 
イ）顧客の思い込みや誤った知識等にも自信を持って応えられるよう、商品

知識等の習得に努める。 
 
（5） 相談窓口の設置 

クレーム対応業務には様々な専門知識と豊富な知見を持ち、さらには対応感

度の高い人材を配置することが望まれる。しかし、消費者の厳しい目に継続

的に接することによる精神的ストレスは、配置された人材のモチベーション

を低下させ、果ては貴重な人材の流出を引き起こすことにもなりかねない。 
これを回避するためには、窓口担当者は複数名配置し、連携を取りながら互

いにサポートできる環境にしておくことが重要である。一人で対応しきれな

い悪質クレームに遭遇した場合等、精神が疲弊する前に担当者を交代するこ

とも時には必要であり、担当者を孤立させないことが企業として も重要で

ある。 
 
（6） クレーム対策の勉強会の実施 
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日常で起こっているクレームの対応について、社内での情報交換や他企業の

対応の研究といった勉強会をしていく事が、対応レベルのスキル向上に大き

く貢献する。 
 

（7） 関係各所との連携 
特に店舗においては、地域行政・警察・保健所等、関係各所とのコミュニケ

ーションを日常的に行い、クレーム発生時には相談ができる体制をつくり迅

速な対応ができるようにしておく。 
 

第 6 クレームの一般的な対応 

 
悪質クレームの定義に基づいた判断をする前提で、通常の意見・改善をもとめるクレ

ームについては真摯な姿勢で対応することは、仕事をするうえで大切な心がけである。

その中で、悪質クレームなのかどうかがわからない顧客に対しては、通常の顧客と同

様の誠意ある対応をしつつ悪質クレームになるかどうかの判断材料を確実に収集する

必要がある。特に、電話でのクレームについては、録音することを社内で規定するこ

とで冷静な対応を促す効果がある。 
 
1．謝罪について 
謝る対象を明確にしてから謝る。例えば）「この度は不快な思いをさせてしまい、誠

に申し訳ありません」ポイントは不快感を抱かせたことに謝るのであって、企業が何

らかのミスをしたことに対して謝罪することではない。ミスに対して謝罪するのは、

ミスがあったことを確認できたあとである。その場合の謝罪もミスの程度に応じた相

応なものであるべきである。 
 
2．顧客の言っていることを正確に把握する 
まずは、顧客の名前・住所・連絡先を手続き的な情報を得る。その次に、クレームの

発端は顧客からの意見なので、その内容を正確に聞くのが出発点である。その情報は

重要なものであるので、顧客の意見に不明確なものがあれば明確にする努力をし、不

足する情報があれば追加で意見をもらい、顧客の勘違いがあれば正しい情報を提供す

る。 
 
3．事実確認 
顧客からの情報をもとに、それが真実であるかを確かな証拠・証言に基づいて確認す

る。顧客が持っている証拠が真実でない場合には指摘をする。真実ならば企業が考え

る適切な対応をしていく。 
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4．悪質性が疑われる場合 
録音・録画・対応記録・時間の計測等、検証可能な証拠を作成する。また、悪質性が

強いと疑われる場合には、単独での対応をせず複数名で対応する。現場の管理職や相

談室があればそのものに引き継ぐ。 
 
5．対応環境 
対応が複雑または、長時間に及ぶ場合は顧客のプライバシーや他の顧客への影響、ま

たは業務上の支障を考慮し対応場所をより適切な場所に移動する。 

 

第 7 悪質クレームの類型別判断・対応 

 
類型別の判断の方法として悪質クレームの定義に対応して要求態度と要求内容に分け

た検討が必要である。以下では説明がより簡易な要求内容の類型を検討し、続いて類

型化がより複雑と思われる要求態度の類型を検討する。 

 
1．要求内容について 
要求内容が社会通念に対して著しくないという類型は、要求態度は平穏であるが100
円の商品が壊れていたことを理由として、1万円の賠償を求める場合や、謝罪として土

下座を脅迫等せずに要求してくる場合等である。 
 
（1） 判断基準 

基本的には、判断を明確にしやすく個々の社会通念に照らして判断すればよ

い。 
●欠陥があった商品の代金より、高額な賠償を要求 
●謝罪として土下座を求めるもの 
●従業員の解雇を求める要求 
●自社製品以外の要求 
●不当な返品を要求（返品期限を過ぎている返品等） 
●実現不可能な要求（法律を変える、子どもを泣き止ませる等） 
●発生した事実に対して、相応に対応したにもかかわらず、社長や企業トップを

だせという要求 
 
（2） 対応方法 

できるだけ早い段階で、対応できない理由を告げて、「要求には応じられな

い」と明確に告げる。それでも要求をしてくる場合には毅然とした態度をと

る。 
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2．要求態度について 
 
要求態度には様々な要求類型があるため以下の項目に分けて判断基準と対応方法につ

いて示す。 
（1） 長時間拘束型 

顧客が従業員を長時間にわたりクレーム対応を強いる場合。 
業務に支障がでる類型である。 

ア）判断基準・対応方法 
誠意をもった対応の後、膠着状態になってから一定時間（20分程度）を超

える場合には、慎重な対応にはいる。（専門の従業員にバトンタッチ・録

音を始める）30分後に理解されない場合にはお引き取りを願う。 
それでも、引き取られない場合には毅然と退去をもとめ、場合によっては

警察へ連絡をする。 
 
（2） リピート型 

リピート型は繰り返し電話での問い合わせをしてくるケースが多い。電話

以外にもテーマを変えて不合理な要求をしてくるパターンもある。 
ア）連絡先を確実に取得した上で、不合理な問い合わせの回数が2回きたら注

意し、3回きたときには対応できない旨をつたえる。 
それでも繰り返し訴える場合には、ブラックリスト化しておき電話の通話

記録を残し、4回目からはより上長が対応して窓口を一本化し、迷惑であ

り、やめることを毅然と伝え対応する。その後、繰り返された場合には業

務妨害罪として警察へ通報する。 
 
（3） 暴言型 

ア）判断基準 
●大きな怒鳴り声をあげる 
●侮辱的発言（例；「バカ野郎！」「死ね」「殺すぞ」「外見の侮辱」） 
●名誉棄損 
●人格否定（例；従業員に対して悪態をつく等） 

イ）対応方法 
大声については、やめるように求める。録音を素早く実施する。 
侮辱されたときは、謝ることはせずに程度によっては退去させる。 
あまりに態度がひどい場合には証拠をもとに提訴をしていく。 

 
（4） 暴力型 

暴力とは、体に接触したときはもちろんのこと、物を振り回したり、ドアを強

く開け閉めするような行為も含まれる。 
ア）判断基準 
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故意に蹴る・殴る・たたく・ぶつかる等の危険な接触行為はすべて暴力型

に入る。接触がなくても殴りかかろうとしたり、椅子や棒を振り回すよう

な危険行為は暴力型に入る。 
イ）対応方法 

他の顧客に被害が及ぶ可能性があるので、複数名で対応する。 
暴力行為があった場合には警察に通報し駆けつけてもらい対応する場合に

よっては、取り押さえ現行犯として拘束する。 
 
（5） 威嚇・脅迫型 

威嚇・脅迫とは従業員に危害を加える。予告して怖がらせることである。 
ア）判断基準 

一般の従業員が怖がるようなことを告げられる場合は威嚇・脅迫類型に入

る。 
怖がらせる行為は、○○するぞという言葉だけではなく、案に危害をにおわ

せる行為も含まれる。例えば次のようなものである。 
●反社会的な勢力をにおわせる発言 
●異常に接近しながら怖がらせる行為 

イ）対応方法 
上級従業員に直ちに対応者を交代する。中止を求め、応じなければ直ちに警

察に通報する。 
身の危険をまもる行動をとるようにする。 

 
（6） 権威型 

権威型とは、やたらと威張り権威をきて要求を通そうとする類型であり大会社

の上級職員や経験者等に多くみられる類型である。 
ア）判断基準 

必要以上に自分の権威を誇示する。特別扱いを要求したり、文章での謝罪

を要求してくれば権威主義的な悪質クレームと判断する。 
イ）発生したクレームに対する対応はするが特別対応には応じない。 

 
（7） 店舗外拘束 

自宅や特定の喫茶店等に呼びつけてクレームを行う類型 
ア）対応方法 

現状は多くの場合には出向いて対応をしているが、少額の商品について欠

陥が確認できない段階で数時間かけて、呼び出しに応じて出向いているケ

ースもあり、結果としてクレーム事実があったとしても、過剰な対応のケ

ースとして考えられる。 
また、基本的には単独での対応はしないこが原則であり、一定の金額基

準、時間、距離、購入からの期間等の制限があってもいいのではないかと
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考え議論したい。 
また、納得されず従業員を返さないという事態になった場合には、必ず警

察へ通報する対応をする。 
 

（8） SNS/インターネット上での誹謗中傷 
インターネット上に名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する情報が掲載さ

れる類型 
ア）対応方法 

この類型は、発信者の把握が困難であり、被害者が被害を回復するのが難

しい類型であり、迅速な対応が求められる。 
掲示板やSNSでの被害は、その運営者（管理人）に削除を求める。 
自らが削除を求めることが困難な場合は、法務省の人権擁護機関である法

務局に速やかに相談し、法務局からプロバイダへの削除要請を依頼する。 
 
＊参考「プロバイダ責任制限法」により、被害者は、プロバイダやサーバの管理・運

営者等に対し、人権侵害情報の発信者（掲示板やSNS等に書き込んだ人）の情報の

開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼したりすることができるようになっ

ている。 
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サンプル 3：欧州社会対話：職場における第三者による暴力・ハ

ラスメント対策多部門ガイドライン 
 
署名パートナー機関：EPSU、UNI 欧州、ETUCE、HOSPEEM、CEMR、

EFEE、EuroCommerce、CoESS 
 
2010 年 7 月 16 日 

 
(I) はじめに 
 
1. このガイドラインの目的は、各職場が第三者による暴力の問題に対処する結果重視

の方針を確立するよう促すことにある。このガイドラインは、使用者、労働者、労働

者代表／労働組合が、問題を縮小、予防、軽減に向けて採用可能な具体的な対応策を

提示している。これら対応策は、当機関の部門が開発したベストプラクティスを反映

したものであり、さらに具体的な追加的対応策で補完することができる。 
 
2. EU 法規及び国内法に従い、安全衛生の分野では、使用者と労働者の双方が義務を

負っている。仕事に関連するすべての側面で労働者の安全衛生を確保する義務は使用

者の義務とされているが2、従業員もまた可能な限りにおいて、使用者が提供する教

育・指示に従って、自らの安全衛生、及び職場における労働者の行動に影響される他

者の安全衛生に配慮する義務を負っている。使用者はまた、労働者及びその代表者の

意見を聞き、彼らが職場における安全衛生に関連するすべての議論に参加するのを認

めなければならない。これは、実際的な観点から、安全衛生については共同アプロー

チが もうまくいくという認識を反映している。 
 
3. 地方政府、医療、商業、民間警備、教育の各部門に属する署名したソーシャルパー

トナーの間で、第三者による暴力が従業員に与える影響への懸念が高まっている。そ

れは、個人の健康と尊厳を損なうだけではなく、欠勤、士気、離職という観点から深

刻な経済的影響を与えるからでもある。第三者による暴力はまた、一般の人とサービ

                                                           
2 EU法規とは、以下の指令を指す： 

 職場における労働者の安全衛生強化対策の導入に関する指令89/391/EEC。Article 5 (4)は、「職場に

おける安全衛生に関する労働者の義務は、使用者責任の原則に影響するものではない」と規定 
 2000年6月29日付の指令2000/43/ECは、人種・民族的背景と関係なく人々を平等に扱う原則を規定 
 2000年11月27日付の指令2000/78/ECは、雇用・職業に関する平等な待遇に関する一般枠組みを確

立 
 2002年9月23日付の指令2002/73/ECは、雇用、職業訓練・昇進、労働条件へのアクセスについて男

女を平等に扱う原則の履行に関する理事会指令76/207/EECを修正 
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ス利用者にとって危険で恐ろしい環境を作り出しかねず、したがって、広範に社会的

悪影響をもたらすといえる。 
 
4. 職場における第三者による暴力・ハラスメントには、以下のように多様な形態があ

る： 

a) 物理的、心理的、言語的、性的 
b) 一度限りの偶発的事件、系統だった行動パターン、個人によるもの、集団に

よるもの 
c) 原因はクライアント、顧客、患者、サービス利用者、生徒・その親、一般の

人、サービス提供者の行為・行動 
d) 敬意の欠如からより深刻な脅迫・物理的暴行まで、多岐にわたる 
e) メンタルヘルスの問題に起因し、感情的理由、個人的な嫌悪感、性別、人

種・民族的背景、宗教・信条、障害、年齢、性的指向、または身体イメージ

に基づく偏見を動機とする 
f) 当該従業員とその評判、または使用者・クライアントの資産を標的にする組

織的またはご都合主義的な犯罪行為であり、公的機関の介入を必要とする 
g) 被害者の人格、尊厳、品位に深刻な影響を与える 
h) 職場で発生するもの、開かれた空間かプライベートな環境かを問わず仕事に

関連するもの 
i) さまざまな情通信技術（ICT）を使ってサイバー暴力・サイバーハラスメン

トの形で発生 

 
5. 第三者暴力の問題は職場における（労働者間の）暴力・ハラスメントの問題とは明

らかに別問題であり、労働者の健康・安全への影響及び経済面への影響という観点か

ら独特のアプローチを要する極めて重大な問題である。 
 
6. 多様な職業・職場で労働者が直面する第三者暴力には、部門・組織による違いがあ

るが、グッドプラクティスと対応策に不可欠な要素は、すべての労働環境に共通であ

る。その要素とは、協調的アプローチ、明確な定義、リスク評価・意識改革・教育に

よる予防、明確な報告とフォロー、適切な評価である。 
 
7. 欧州委員会の支援を受けて、多部門ソーシャルパートナーがブリュッセルで 2 回、

2008 年 3 月 14 日と 2009 年 10 月 22 日に大規模な会議を開催した。これら会議では、

第三者からの暴力に関する使用者及び労働組合の調査についてプレゼンテーションが

行われ、事例研究と共同の結論も発表された。このガイドラインは、これらの取組み

に基づいて策定されたものであり、2007 年 4 月 26 日の、職場における暴力・ハラス

メントに関する部門横断的な枠組み合意を補完するものである。 
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8. 具体的なサービスは、国、地域、地方の状況を反映するやり方で企画・提供される。

ソーシャルパートナーがこのガイドラインに示された対策を既に実施している場合は、

進捗状況の報告が中心となる。 
 
9. 多部門ソーシャルパートナーは、使用者及び労働者が互いに、また第三者に対し、

職業的、倫理的、法的義務を負うことを認めている。 
 
(II) 目的 
 
1. このガイドラインの目的は、第三者からの暴力とその結果を予防、軽減、緩和する

使用者、労働者、その代表者／労働組合の活動を支援することにある。 
 
2. 多部門ソーシャルパートナーは、職場におけるハラスメントや第三者からの暴力の

予防・管理に関する実践的対応策は、多くの職場でまだ確立されていないと考えてい

る。以下の対応策を考慮すべきである： 

a) 第三者による暴力の問題について、使用者、労働者、その代表、公的機関

（安全衛生機関、警察等）の意識・理解を高める 
b) 第三者による暴力・ハラスメントの問題の予防・管理に関して連携するため

に、ソーシャルパートナーが協力し、経験・グッドプラクティスを共有し、

従業員の健康、福祉、病欠、生産性に与える影響を軽減する強い意志を示す。 
c) 職場における第三者による暴力・ハラスメントの問題を確認、予防、管理、

対処するために、あらゆるレベルの使用者、労働者、その代表にこのガイド

ラインを提供する。 

 

(III) 職場における第三者による暴力・ハラスメントを確認、予防、軽減、緩

和するための対策 

 
1. 第三者による暴力・ハラスメントが起こる可能性は、この問題について使用者、従

業員、サービス利用者の意識改革を促し、管理者及び労働者に適切なガイダンス・教

育を提供することにより軽減できる。 
 
2. 暴力対策の成功例では、 初からソーシャルパートナーの双方が関与しており、予

防・教育についての意識改革から報告の仕方、犠牲者支援、評価、改革の継続まで、

「総合的な」アプローチを求めている。 
 
3. 使用者は、第三者からの暴力・ハラスメントの予防・管理について明確な方針の枠

組みを確立し、それを一般的な安全衛生方針に組み込まねばならない。これらの方針

は、使用者が労働者及びその代表者と協議し、国の法令、労働協約・慣行により確立



45 

すべきである。とりわけ、職場及び各職務についての安全衛生リスク評価には、第三

者に起因するリスクにつき行動を重視した評価を含めるべきである。 
 
4. 第三者による暴力は多面的な性質を持つことから、方針はそれぞれの職場環境に合

わせて調整しなければならない。グッドプラクティスとして、方針は常に、経験及び

立法・技術等の発展を考慮して、定期的に見直さねばならない。時間の経過ととも

に、研究、経験、技術の進歩はその時点で利用可能なより良い解決策を提供するから

である。 
 
5. 使用者にとり適切な方針枠組みを支えるのは、特に以下の要因である： 

a) すべての段階で、管理者、労働者とその代表者／労働組合と情報交換・協議

を継続する 
b) 第三者による暴力・ハラスメントを明確に定義し、多岐にわたる形態を例示

する 
c) クライアント、顧客、サービス利用者、一般の人、生徒、親、患者に適切な

情報を提供し、従業員に対する暴力・ハラスメントは容認できるものではな

く、場合によっては適切な法的手段を取ることを説明する 
d) 方針が多様な仕事、場所、労働慣行を考慮したリスク評価に基づくものであ

るなら、潜在的な問題の発見や、適切な対応・方策の策定が可能となる 

 クライアント・顧客・サービス利用者、生徒、親が期待するサービ

スの性質・水準に関して明確な情報を提供することによって期待を

管理する。また第三者が不満を表明し、そのクレームを調査するた

めの手順を提示する。 
 職場設計に安全性の高い環境を取り入れる。 
 コミュニケーション手段、モニター、安全対策等、従業員を保護す

る適切な「ツール」を提供する。 
 警察、司法、ソーシャルサービス、視察団等の関連公的機関と協力

協定を結ぶ。 
e) 職務と労働環境に関する一般的安全を盛り込んだ、さらには紛争を回避・管

理するテクニック等のより具体的なスキルも盛り込んだ、適切な教育を使用

者及び従業員に提供する。 
f) 第三者による暴力・ハラスメントに関する申し立てをモニター・調査し、適

切な調査・活動の進捗について犠牲者に報告する手順。 
g) 第三者による暴力・ハラスメントにさらされた従業員に提供される支援につ

いての明確な方針。方針は状況により、医療的（心理的治療を含む）、法的、

実用的、金銭的支援（法定の義務を超えた追加的保険適用等）を含むことも

ある。 
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h) 従業員からの事件報告に関する明確な要件、及び報復される可能性から従業

員を守り、国の慣行・手続きの範囲内で問題を警察や安全衛生局等の公的機

関に訴えるための明確な要件。 
i) 申し立てを行い、犯罪を報告し、また個人の尊厳、守秘義務、法的義務、デ

ータ保護原則を尊重したうえで第三者暴力の犯罪者について他の使用者や公

的機関と情報を共有するのに適切な時期についての明確な方針。 
j) 導入した方針をモニターし、その追跡を確保するための、事実・数値を記録

する透明かつ効果的な手順 
k) 方針枠組みが使用者、労働者、第三者に周知・理解されるようにするための

対策 

 
6. この観点から、多部門ソーシャルパートナーは、国レベルまたは地方レベルで他の

適切なパートナーと協力し、一貫した方針アプローチにより暴力・ハラスメントを発

見・予防することの重要性を強調している。 
 

(IV) 履行の各段階 
ガイドラインの履行とフォローアップは、3 段階のステップを踏む。 
 

ステージ 1：コミットメントと普及 
署名したソーシャルパートナーは、先にセクション3で確認した方針枠組みを活用して、

ガイドラインの普及を図り、第三者による暴力・ハラスメントの問題を評価・対処す

る方策を講じる。 

 ガイドラインの普及・推奨プロジェクトを支援するよう、共同で欧州委員

会に要請する。これには、2011年末までに開催が予定されているワークシ

ョップの活用も含まれる。 
 加盟国において、あらゆる適切なレベルで各国の慣行に配慮したうえで、

共同活動・個別活動によってガイドラインの普及を促す。この問題への関

心の高まりに配慮し、ソーシャルパートナーは、本ガイドラインを欧州レ

ベル・国家レベルのすべての関係者にも普及させる。EU圏外の加盟団体に

も本ガイドラインの活用を促す。 

 
ステージ 2：意識改革 
公的機関であるソーシャルパートナーは、第三者による暴力・ハラスメントの問題を

世間に周知させ、関連分野のベストプラクティスを公表・共有する。これには加盟

国・業界における第三者暴力の問題に関する現段階での知識・経験に見合った手段を

含め、できれば以下のような既に実施されているものも考慮する。 
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 さらなる研究 
 出版物 
 グッドプラクティスを共有し、問題解決に向けて協働するために、関係者を

結びつける会議 

 
ステージ 3：モニタリングとフォローアップ 
署名したソーシャルパートナーは： 

 2012年中、各部門の社会対話委員会に進捗報告を提出し、各部門の欧州社会

対話委員会が合同報告書を作成する。 
 次回の欧州社会対話事業計画を策定する際、ソーシャルパートナーはこのガ

イドラインを考慮する。 
 必要に応じて多部門フォローアップ会議を開催し、2013年に 終的な合同評

価を実施する。 

画像提供： Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net 
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職場／企業への提案 
 

  



49 

サンプルとして挙げた事例研究には、資金力が充実した組合が展開したキャンペーン

である、という特殊性がある。また、国レベル・全国的なイニシアティブでもある。

ところがすべての組合が、これらと同じか類似レベルの大規模なキャンペーンを実施

する資金力を備えているわけではない。すべての加盟組合は、職場における暴力・ハ

ラスメントから労働者を守るという共通の目標達成に向けて、各地の状況に応じてイ

ニシアティブを調整する必要がある。 

 

このセクションでは、加盟組合が企業または職場ユニットレベルでそれぞれのイニシ

アティブを展開するのに役立つヒントを提示する。 

 

5W1H：基本的枠組み 

 

5W1H 

誰が 
一般の人（つまり第三者）に直接対応・サービス提供することが必要な

場所で働く労働者 

何を 

職場でまたは仕事に関連して第三者による不当な暴力・ハラスメントか

ら労働者を守る効果的な方針。暴力・ハラスメントは以下の形態で起こ

る可能性がある：物理的、心理的、言語的、性的、オンラインで（電子

メール、ショートメッセージ、ソーシャルメッセージ・プラットフォー

ム等） 

どこで 小売業の現場（店舗、コンビニ、スーパーマーケット） 

なぜ 

商業部門の労働者は、他の業界の労働者と同様に、自らが働く職場環境

に見合った適切な保護を十分に受ける必要がある。職場における暴力・

ハラスメントはけっしてまともな行為ではない！ 

いつ できるだけ迅速に 

ど の よ

うに 

加盟組合がそれぞれの状況に適した保護策を講じる際に考慮すべき点を

以下に示す。まず、組合は以下が存在するかどうかを確かめる： 

 顧客からの暴力・ハラスメントに対処する職場のOSHルール／

方針 
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 企業の労働倫理／原則 － スタッフ用手引書または一般業務

指示書に記載 

 具体的な職場規則・方針／標準的業務手順 

存在しない場合は、以下を考慮する： 

 職場における顧客からの暴力・ハラスメント対策をアップデー

トする、または既存の OSH 方針に盛り込む方法3 

 職場における暴力・ハラスメントに対処する新たな職場規則・

方針を確立する 

 

 

労働安全衛生アプローチ 

 
現在の職場の労働安全衛生方針を見直す。まず現在の職場の労働安全衛生方針を確認

することから始める。職場における暴力・ハラスメントについて、労働者の安全に対

処する条件または条項は盛り込まれているのか。 

 

盛り込まれている場合は、その条件・条項について以下を検討する： 

 その条件・条項は、労働者が被る第三者による暴力・ハラスメントに対処す

るのに十分か、またはアップデートされているか。 
 記録は保持されているか、対策は取られているか。 
 積極的に履行されているか。 
 コンプライアンス・履行を確保する責任者は明確にされているか（管理責任

者、安全委員会委員、組合の職場代表等）。 
 責任者は自らの義務を認識しているか。 
 第一線で働く労働者全員が条件・条項を認識しているか。 
 労働者は、事件・事件が発生した場合に誰に連絡すべきか知っているか。 

現在の職場のOSH方針に、職場における暴力・ハラスメントに関する明確なセクショ

ン・ガイドラインが盛り込まれていない場合は、以下を行う： 

                                                           
3 同僚の労働者や監督者からの暴力・ハラスメント対策も含む。参考文献を参照。 
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 暴力・ハラスメントに対する職場の保護を盛り込むよう OSH 規則／ガイドラ

インをアップデートする方法を確認する。 
 OSH の活用か、それとも顧客からの暴力・ハラスメント対策に特化した別個

の職場方針の策定か、どちらの方法が良いか判断する。 

危険な職場にノーと言おう！ 

 

画像提供：David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net 
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職場方針アプローチ 

 
職場における第三者からの暴力・ハラスメントに関する方針が不存在・不明瞭な職場

に対し、以下を提案する。 

 

ステップ 1：対話を開始する 

職場における第三者による暴力・ハラスメントについて、問題の広がりを調査する。

組合員にとってこれが職場でどの程度の問題なのか確認できるよう、組合はまず女

性・若年者委員会等の小委員会で議論を始める。 

 

職場で組合員同士が、または組合員と非組合員労働者が話しをする活動を通じて、職

場における暴力・ハラスメントの問題について労働者がどう考えているのかを明らか

にする。これはこの問題について意識改革をするインフォーマルな方法である。 

 

留意すべき点として、労働者が職場の外でハラスメントや暴力を伴う脅しを受けたり

した場合も、顧客にサービスを提供・対応する際に顧客に接触したことが原因である

かぎり、ここでいう暴力・ハラスメントに該当する。 

 

ステップ 2：調査を実施する 

組合内部で対話を実施したうえで、小グループ／委員会／タスクフォースを編成して

調査活動を実施する。これはより系統的な方法で組合員や非組合員労働者からデータ

を収集分析、記録するために実施する。シンプルな調査が も費用効率の高い実施方

法である。 

 

質問事項については、小グループ／委員会／タスクフォースが決める。質問事項の例

は以下の通り： 

 組合員は職場で顧客からの暴力・ハラスメントを経験したことがあるか。 

 職場で顧客から暴力・ハラスメントを受けている同僚を目撃したことがある

か。 
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 職場における顧客によるハラスメントや不当扱いから労働者を守る方針が現

在の職場に存在するかどうか知っているか。 

 顧客が自分または同僚に対して職場で暴力・ハラスメントを加えている状況

に対処する準備ができていると思うか。 

 職場の管理者は、第一線の労働者を顧客による暴力・ハラスメントから保護

することを重視しているか。 

 労働者は職場の管理者が労働者保護よりも、顧客を満足させることのほうを

重視している、と考えているか。 

調査は理想的には、一般組合員及び非組合員労働者の秘密を保証・保護するやり方で

実施されるべきである。これは、回答者が仕返しを恐れることなく安心して回答でき

るようにするためである。調査は過去 1～3 年間に発生した事件を対象とする。 

  

ステップ 3：現在の事件を記録する 

これはステップ 2 と同時に実施可能である。既に終わった事件でない場合、組合は労

働者に対する暴力・ハラスメントの事件をすべて組合に報告するよう促すことができ

る。 

 

同様に組合は、いかなる情報提供者についてもその秘密を保護するやり方で、これら

報告を記録する必要がある。その記録については、ステップ 2 で記録した過去の事件

と区別し、「新しい事実」・ 近発生と明示する。 

 

ステップ 4：管理者と協議する 

ステップ 2 とステップ 3 を踏まえたうえで、組合は調査結果を管理者と共有する準備

に入る。このステップは、組合に対する職場管理者の姿勢が少なくとも中立的である

ことを前提としている。管理者との間で既に「賢明な」協調的アプローチを実践して

いる組合は、管理者の注意を引いても問題ない、または大きな問題とはならない。 
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ステップ 5：ビジネスの視点を取り入れる 

このステップは、受容力に劣る管理者を相手にする組合に役立つ。先にも触れたたよ

うに、職場の暴力は経済問題でもある。生産性を損ない、職務遂行を妨害し、欠勤・

離職・事故を増やすからだ。手短に言えば、職場における暴力・ハラスメントを無視

すれば、人件費がかさみ企業の 終収益に損害を与えることになる。 

 

UA ゼンセンの事例研究によると（7 ページ）、顧客満足を重視する日本企業の取組み

が、「顧客第一」の方針につけ込む「モンスターカスタマー」の増加を、うかつにも促

してしまった。このような企業文化は、とりわけ公衆の目に見える所で従業員がたや

すく不当な扱いを受けるのを上層部が許し続けていた場合、企業の評判に悪影響を及

ぼすことになる。このような企業は明らかに、客が魅力を感じて利用したいと思う店

舗ではない。 

 

このステップでは、組合は安全な職場を求める要請をビジネスの視点で構成すること

を求められるが、管理者に効果的な方針の採用や実際的な対策の実施を受け入れさせ

る可能性が高まる。 
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職場にこんな掲示はあるか？ 

 

 
ステップ 6：労働協約 

反応を確認したうえで、安全対策の継続的な実施を確保する。そのためには必ず、団

体交渉協約に職場における第三者からの暴力・ハラスメントについて明示的に規定す

る条項を盛り込んだうえで、アップデートする。このステップは、OSH アプローチに

も適用する。 

 

ステップ 7：関連機関にアプローチする 

全国労働組合センター、全国人権委員会、男女平等委員会等の機関に、職場における

労働者、とりわけ女性と若年者に対するハラスメント対策に役立つ資料・イニシアテ

ィブがあるかどうか問い合わせることも考えられる。この問題はこれら機関が組合と

連携して取り組むことができる分野であり、職場における第三者による暴力・ハラス

メント対策に関する意識改革に向けて、これら機関との連携を図りたい。 
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事例：怒った顧客から暴行を受けるマクドナルドの店員 

 

 
ビデオ映像：マクドナルドの店員が、始まったばかりのストロー不使用政策

に怒った顧客から暴力を受けている（米国フロリダ州南部のセントピーター

ズバーグにて） 
 

2019 年 1 月初旬、フロリダ州セントピーターズバーグ市のマクドナルドの店で、顧客

がカウンター中にいた店員ヤズミン・ジェームズをつかみ攻撃しようとしているとこ

ろを捉えた映像が、インターネット上に公表された。店にいた別の顧客が撮影し、映

像が急速に拡散した。 

 

報道によると、この事件は 2018 年 12 月にセントピーターズバーグ市議会が条例を議

決し、実施が始まって間もないストロー不使用政策に、顧客が反発したのが原因で起

こった。この条例は 2020 年に完全実施されることになっており、2019 年は猶予期間

として、顧客はストローを要求することが認められている。この客は、店のカウンタ

ーにストローを見つけることができなかった。店員の説明を聞く耳を持たず、言葉で

店員を攻撃し始め、次いで身体への攻撃を始めた。この顧客ダニエル・テイラーは、

単純暴行 2 件の容疑で逮捕された。 

 

この事件がきっかけとなって被害者の同僚労働者・活動家の活動が活発化し、彼らは

マクドナルドをはじめとするファストフードチェーンに対し、従業員を物理的暴力や

その他安全に対する脅威から守るよう求めた。労働者たちは以下を要求している： 

 職場における暴力対策について、従業員・管理者に教育を提供する 
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 店舗の安全対策手順を確立する 

 黒人・ヒスパニック女性労働者が圧倒的多数を占める職場で、労働者を守り、

仕事に関し意見を聞く 

 

考えてみよう： 

1. この事件が 2016 年の ILO 専門家会議（9 ページ参照）で確認されたうち

の、どの要因・状況に該当するか認定できるか。 

2. 上記事件が自分の職場で発生した場合、自分の職場はそれにどう対処す

ると思うか。 

3. どの要因がこの事件の原因となっていると考えるか。 

4. そもそも何を実行していれば、この事件の発生を防ぐことができたの

か。 

5. 事件発生後の状況に対処するのに、何をすべきか、または何ができる

か。 
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standard-setting discussion of violence and harassment against women and 

men in the world of work. It provides a comprehensive and up-to-date 

information on law and practice across the world. Available for download at: 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-

conference/WCMS_553577/lang--en/index.htm  

 

4. The latest report, Report V(1) Ending violence and harassment against 

women and men in the world of work, compiled by the ILO to facilitate the 

standard-setting discussion of violence and harassment against women and 

men in the world of work. It provides a comprehensive and up-to-date 

information on law and practice across the world. Available for download at: 
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https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-

conference/WCMS_553577/lang--en/index.htm  

 

5. You may wish to refer the comprehensive report that was compiled following 

the recent SDA Industry Roundtable on customer abuse hosted by iCare 

NSW (Government Regulator), SDA NSW Branch and Griffith University. 

The report ‘Respect and Resilience in Retail and Fast Food – Approaches to 

reduce the incidence and employee impacts of dysfunctional customer 

behaviour’ includes a literature review on dysfunctional customer 

behaviour drawn from available literature around the world. Available at 

http://www.sda.org.au/download/submissions-publications/Respect-and-

Resilience-in-Retail-and-Fast-food.pdf 

 

6. To learn more about the Sustainable Development Goals 3, 5, 8 and 10 

mentioned in the Guide, please visit https://sustainabledevelopment.un.org/.   
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