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調査報告書

(要点版)

株式会社JPホールディングス第三者委員会(以下「当委員会」とし寸0)は、 2017

年 11月 17日付けの貴社の取締役会決議に基づき、貴社から委嘱を受けて実施した

調査(以下「本件調査」としづ。)について、以下のとおり報告する。

なお、当委員会による本件調査は、日本弁護士連合会「企業等不祥事における第

三者委員会ガイドラインJ(2010年 7月 15日制定、同年 12月 17日改訂。以下「日

弁連ガイドライン」としづ。)に準拠する。
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第 1 本件調査の概要

1. 当委員会の設置に係る経緯

株式会社JPホールディングス(以下「対象会社」とし1う。)は、対象会社の株

主である山口洋氏(なお、後記のとおり、山口洋氏は、平成 27年2月まで対象

会社の代表取締役で、あったことから、以下「前代表者」という。)から平成29年

9月28日付けで臨時株主総会の招集請求を受け、同年 11月7日付けにて同月 22

日を会日とする臨時株主総会(以下「本件臨時株主総会」という。)の招集を通

知した o

対象会社は、本件臨時株主総会の招集に先立ち、同年 10月 17日開催の取締役

会において、対象会社の取締役会としては前代表者が提案する議案のすべてにつ

いて反対する旨の意見を決議し、同日付けで「臨時株主総会の開催及び株主提案

に対する当社取締役会の意見に関するお知らせJ2を公表した。

その際、対象会社は、前代表者が提案する議案に対する意見を表明するととも

に、前代表者が対象会社の経営に関与する人物として不適格である旨の見解を表

明し、その理由として、前代表者が平成27年2月 17日付けで対象会社の代表取

締役を辞任した人物であるところ、前代表者が対象会社の代表取締役を辞任した

直後に、対象会社が外部の弁護士3名の協力を得て行った調査により、前代表者

には、当時、対象会社に在籍していた女性に対する重大なセクシュアルハラスメ

ントに該当する事実があったことが判明している旨を公表した。

さらに、対象会社は、上記取締役会において、対象会社の株主による議決権行

使に係る判断に資するという観点から、前代表者による重大なセクシュアルハラ

スメントに該当する事実の存否等について、より客観的かっ公平な第三者の視点

による検証を実施すベく、第三者委員会を設置することを決議し、当委員会が設

置された。なお、対象会社は、当委員会の設置について、上記意見表明と同日で

ある平成29年 10月 17日付けで「第三者委員会の設置に関するお知らせJ3によ

りこれを公表した。

1 ht申://www.jp-holdings.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017 /11/20171106_0 l.pdf 
2 h即://www.jp-holdings.co.jp/wordpr.回 s/wp-content/uploads/2017/10/20171017 _ 02.pdf 
3 htゆ://www.jp圃holdings.co.jp/wordpr側 /wp-∞ntent/uploads/2017/10/20171017_ 01.pdf 
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2. 当委員会の構成

当委員会は、下記(1)の委員長及び委員により構成する。

また、当委員会は、下記。)の補助員を選任し、本件調査を補助させた。

当委員会の委員長、委員及び補助員は、いずれも対象会社から業務を受任した

ことはなく、対象会社とは何ら利害関係を有しない。なお、当委員会の委員長、

委員及び補助員は、いずれも東京弁護士会リーガルサービスジョイントセンタ}

の第三者委員会部会に所属する40

(1) 委員長及び委員

委員長 奥 国範 (弁護士・奥綜合法律事務所)

東京弁護士会リーガルサービスジョイントセンター副本部長(第三者委員会部会部会長)

委 員 氏原隆弘 (弁護士・あたご法律事務所)

東京弁護士会リーガノレサービスジョイントセンター副本部長(第三者委員会部会所属)

委 員 大畑敦子 (弁護士・エトワール総合法律事務所)

東京弁護士会リーガルサーピスジョイントセンター委員(第三者委員会部会所属)

(2)補助員

補助員 高橋未紗 (弁護士・千鳥ヶ淵法律事務所)

東京弁護士会リーガルサーピスジョイントセンター幹事(第三者委員会部会所属)

補助員 枝贋恭子 (弁護士・銀座ブロード法律事務所)

東京弁護士会リーガノレサービスジョイントセンター委員(第三者委員会部会所属)

補助員 市原麻衣 (弁護士・弁護士法人MartialArts) 

東京弁護士会リーガルサービスジョイントセンター幹事(第三者委員会部会所属)

3. 本件調査の調査事項

(1) 当初委嘱された調査事項

当委員会が平成 29年 10月 17日に対象会社から委嘱された調査事項5は、

以下のとおりである。

①前代表者が対象会社の代表取締役に在籍した当時に行ったと対象会社が

4東京弁護士会リーガルサービスジョイントセンターの第三者委員会部会は、平成28年9月

に新設された部会であり、第三者委員会の適正な組成及び運営のあり方等について研究・啓蒙

等の活動を行うことを目的としている。

5なお、対象会社の平成29年 10月 17日付け「第三者委員会の設置に関するお知らせ」に

は、③として「調査結果の報告」の記載があるが、調査事項ではないため、本報告書において

は表記を割愛した。

5 



指摘している重大なセクシュアノレハラスメントに該当する事実及びこれ

と関連性を有する前代表者の行為に関する事実関係の中立的な調査

②上記①の調査結果を踏まえた対象会社の再発防止策、セクシュアルハラス

メントに対する取組み状況についての検証及び評価

(2) 当委員会の自律的判断による調査事項の拡張に関する検討

(吟 当委員会による調査事項の適否の検討

当委員会は、第三者委員会とは、企業等に不祥事等が生じた場合に独立し

た第三者の立場からその原因を分析し、企業等が株主等のステークホルダー

に対する説明責任を果たし、さらには再発を防止するための施策等を提言す

るために設置されるものであると考えている。

そのため、第三者委員会が調査の対象とすべき事項は、企業等による事業

活動の継続のために企業等が株主等のステークホルダーに対する説明責任を

果たす意義があると合理的に考えられる事項であることが求められると考え

ており、単に、企業等が株主等のステークホルダーに発信することを希望す

る情報について、第三者の調査により確認された事実であるとのお墨付きを

付すこと、すなわち、企業等が主張する事実に権威付けをすることが、専ら

の目的であり、かつ、そのような機能しか有しないような場合には、第三者

委員会が設置され、調査を行う意義に欠けるものと考える。

そこで、本件について検討するに、対象会社は、全国で271箇所(平成29

年 7月 1日現在)にのぼる保育園・学童クラブ・児童館といった子育て支援

施設を運営するなどの事業を営む上場企業であるところ、対象会社の役員に

よる重大なハラスメント とりわけセクシュアルハラスメントは、子育て事

業を営む対象会社の企業イメ}ジを駿損しかねない。そのため、当委員会と

しては、このような対象会社において、仮に会社経営に重大な影響を及ぼす

ようなセクシュアルハラスメント事案の存否が問題となっているような場合

には、第三者委員会によってこれを調査し、原因を解明して、再発防止のた

めの提言を行うに意義があると考えた。

なお、本件は、調査対象となる不祥事が判明した時期とかかる不祥事の公

表の時期の間に時間的離隔があり、かっ、公表が不祥事の主体である前代表

者による株主総会招集請求を契機としているという点において特殊な事案で

あるといえる。しかしながら、当委員会としては、どのような時期に公表さ

6 



れたものであっても、実際に不祥事が公表された以上は、上記のとおり、第

三者委員会によってこれを調査する意義が生じていると考える。

(b) 行為主体の拡張

上記(吟のとおり、当委員会としては、本件は、第三者委員会として調査を

するべき意義を有していると考えているが、行為主体については、変更の必

要があると考えた。

すなわち、対象会社が当初委嘱する上記(1)①は、前代表者の行為のみを対

象としている。この点、前代表者は、すでに 2年半以上前に取締役辞任によ

り対象会社の経営から離れているものではある6が、当時の代表取締役であり、

かっ、対象会社の創業者兼大株主として、創業から 20年以上にわたって対象

会社の経営に従事し、その企業文化を作り上げてきた人物であり、現在に至

るまで、対象会社の会社経営について絶大な影響力を有していた人物である

といえる。そのため、前代表者の行為が対象会社の会社経営に与える影響は

大きいと考えられ、前代表者の行為が調査対象に含まれるというべきである。

他方で、対象会社の株主等のステークホルダーの関IL事の中心は、現在の

対象会社の経営状況であるから、現在の対象会社の役員の行為を、調査の対

象から除外する理由はないというべきである。そのため、行為者を特定の個

人、すなわち前代表者に限定するのではなく、広く一般に、対象会社の会社

経営に重大な影響を及ぼす事案を対象とすることが適当であると考えるに至

った。

(吋 行為の類型の拡張

当委員会が本件調査を進める過程において、対象会社の役員によるセクシ

ュアルハラスメントへの該当が疑われる行為について、パワーハラスメント

的な職場環境が影響している可能性が高いことが窺われた。

そのため、調査対象となる行為の類型について、セクシュアルハラスメン

トのみならず、ハラスメント全般に拡張することが適当であると考えるに至

った。

6 なお、対象会社は、平成29年 10月 17日付け「臨時株主総会の開催及び株主提案に対する

当社取締役会の意見に関するお知らせJ(注2) において、前代表者が「少なくとも何らかの

形で当社の経営に関与しようとする姿勢は明らか」と主張している。

7 



(3) 変更後の本件調査事項

当委員会は、上記(2)の検討の結果、本件調査事項を変更することした。

変更後の本件調査事項は、以下のとおりである。なお、当委員会は、かか

る変更について、平成29年 11月 13日(月)に、対象会社に対し、本件調査の

結果の報告予定日の設定を通知するとともに通知し、対象会社は、これを翌

14日(火)に公表した7。

①対象会社において、過去に対象会社の会社経営に重大な影響を及ぼすよ

うなハラスメント事案が存在したか否か(以下「本件調査事項(l)Jとい

う0)

②対象会社のハラスメント対策に対する取組み状況の検証及び評価(以下

「本件調査事項(2)J という。)

4. 本件調査に係る調査期間

(1) 調査期間

平成29年 10月 17日(火)から平成29年 11月 16日(木)まで

(2) 当委員会における調査期間に関する検討

上記 1の「当委員会の設置に係る経緯」に記載のとおり、対象会社は、当委

員会を、平成29年 11月22日(水)を会日とする本件臨時株主総会における株主

による議決権行使に係る判断に資するという観点から設置した旨を公表して

おり、そのため、当委員会に対しても、本件臨時株主総会の議決権行使が可能

な時期までに調査を完了して欲しい旨、強く要望していた。

この点、対象会社の上記要望は別として、当委員会は、調査の目的との関係

において検討するに、対象会社のステークホルダーの一つで、ある株主にとって

は、対象会社が要望するように本件臨時株主総会の会目前に、本件調査の結果

を知り得ることが有益であると考え、かつ、本件調査に対し、対象会社の最大

限の協力を得ることにより、同期間内に必要な調査を終えることは可能である

と判断した。

そして、実際のところ、対象会社の役職員は、極めて迅速かっ的確に、当委

員会が要請する大量な資料提供の依頼、ヒアリング対象者のスケジュール調整、

7 h句://www.jp-holdings.co担';wordpr回s/wp-content/uploads/2017111/20 171114 .pdf 
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その他の手配を行ったため、当委員会としては、上記期間内に本件調査を終え

ることが可能なスケジュールで、本件調査を進めていたえ

(3) 前代表者に対するヒアリング等の実施のための調査期間の延長の検討

当委員会は、対象会社を経由してヒアリング等の実施を依頼する一方で、当

委員会として独自に、外部関係者(対象会社に在籍しない関係者。最終的に依

頼した外部関係者の人数は 10名)にヒアリング等を依頼し、殆どの外部関係

者とは、平成29年 11月2日(木)までに連絡を取ることができた。

この段階において、当委員会は、前代表者のヒアリング等を除き、本件調査

として予定しているほぼすべての作業について同年 11月 10日(金)頃を目途と

して終えることができる見通しであり、かっ、前代表者のヒアリング等につい

て実現の目途が立っていなかったことから、当初のとおり同年 11月 16日(木)

を報告予定日として設定することを想定していた。

すると、同年 11月6日(月)に、前代表者から当委員会宛に電話連絡があり、

前代表者は、ヒアリング等に応じることを検討することは喜かではないが、同

日を含む週の予定はすでにすべて埋まっており、翌週についても予定を入れる

のが難しい旨を述べた。当委員会は、前代表者に対し、本件調査の調査期間を

同年 11月中旬までとしていることから、同年 11月 15日(水)頃までにヒアリン

グ等の実施を申し入れたが、この段階では前代表者の応諾を得ることはできな

かった。当委員会としては、前代表者のヒアリング等を実施するために、対象

会社と協議のうえで調査期間を延長することも検討したが、前代表者のヒアリ

ング、等について具体的な実施の目途が立っていない段階で調査期間を延長す

ることは適当ではないと考え、引き続き、同年 11月 15日(水)頃までのヒアリ

ング等の実施を要請していくとともに、報告予定日を同年 11月 16日(木)とす

ることを維持することとした。

その後、同年 11月8日(水)午後 1時30分頃に、前代表者のアドバイザーに

就任した郷原信郎弁護士(以下「郷原弁護士」という。)及び新倉栄子弁護士か

ら、当委員会宛に連絡があり、前代表者が当委員会のヒアリング等に応じるか

否かを判断する前提として、当委員会による本件調査の目的や進め方、具体的

なヒアリング事項等について説明を受けたいとの申出があった。当委員会は、

8なお、上記3のとおり、本件調査の調査事項を変更し、調査対象を大幅に拡張したものであ

るが、調査期間の開始から比較的早期の時点で拡張する必要性を認識し、調査を進めていた。

9 



同日午後 5時 40分頃、郷原弁護土に連絡をとって速やかな説明機会の設定を

求めたが、郷原弁護士が同月 13日(月)まで都合がつかないとの理由により、同

月 13日(月)午後 2時30分に説明機会を設けることとなった。

当委員会は、同月 13日(月)午後 2時30分から、郷原総合コンブライアンス

法律事務所において、当委員会が行っている本件調査及び当委員会が想定する

ヒアリング等について説明した。その際、郷原弁護士は、当委員会に対し、当

委員会が日弁連ガイドラインに準拠した適正な第三者委員会であるといえる

か疑わしいと考えている旨、当委員会の調査スコーフ。について承服できず、こ

のままでは前代表者のヒアリング等を実施することはできない旨及び調査期

聞が短期間に過ぎるので延長すべきである旨を述べた。

当委員会は、郷原弁護士との面談を経て、前代表者のヒアリング等を実施す

ることは困難であると判断し、同日、対象会社に対し、本件調査の結果の報告

予定日の設定を通知した。なお、当該通知において、併せて、調査事項の変更

についても通知し、対象会社は、これを翌日日(火)に公表したえ

これに対し、郷原弁護士から、同年 11月 14日(火)午後 1時20分頃、当委員

会に対し、翌日日(水)午前 10時から正午まで及び同日午後 3時30分以降であ

れば、前代表者のヒアリングに応じる予定がある旨の連絡があったことから、

上記日程にて前代表者のヒアリングが実現する見通しとなった。

当委員会は、 11月 15日(水)午前 10時から正午まで前代表者のヒアリングを

実施した。続いて、当委員会は、同日午後 3時30分から午後 4時頃まで、前

代表者と郷原弁護士との問でヒアリングの継続について協議したが、前代表者

は、当委員会が、前代表者が指摘する外部関係者に対するヒアリングを実施し

なければ、当委員会に対する不信感を払しょくすることができない旨を述べ、

一部の質問事項についてヒアリングの実施を留保した。この間、前代表者及び

郷原弁護士は、一貫して、当委員会がその自律的判断により調査期間の延長を

決断すべきである旨の意見を主張していた。当委員会としては、実施済みの前

代表者のヒアリングにおいて顕出された事実は、それまでに当委員会が本件調

査の過程で把握していた事実に概ね沿う内容の事実で、あって、当該時点におい

て想定された調査結果に大きな変更をもたらす事実で、はなかったことから、対

象会社の株主等のステークホルダーに明示した調査期間を延長してまで追加

9 h句://www.jp.・.ho1clings.co.jp/wordpress/wp-contentlup1oads/2017/11120 171114.pdf 
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の調査を行う必要はないと判断した。もっとも、一部の質問事項を除き、実施

することができた前代表者のヒアリングを完遂することは重要であると考え、

報告予定日を維持したままで、前代表者が提示する条件を受諾し、翌 16日(木)

午後3時から前代表者が指摘する当該外部関係者のヒアリングを実施し、かっ、

同日午後4時から留保された質問事項に関する前代表者のヒアリングを続行す

ることとした。

当委員会は、翌 16日(木)の午後 3時頃から上記の外部関係者のヒアリング

を、前代表者のアドバイザーである新倉栄子弁護士の同席の下で実施した(な

お、当該外部関係者が同弁護士の同席を承諾していることを当委員会は確認し

ている。)。その後、午後 4時頃から、郷原弁護士及び新倉弁護士の同席の下、

前代表者のヒアリングを再開した。前代表者は、当該ヒアリングにおいて、前

日に回答を留保していた一部の質問事項については「相手方のプライパシーに

関することであるため回答しない。」と返答したため、当委員会はヒアリング

を終了した。

以上の次第により、当委員会は、前代表者及び郷原弁護士が、当委員会に対

し、その自律的判断により調査期間の延長を決断すべきである旨の意見を主張

していたものの、対象会社のステークホルダーの一つの類型で、ある株主が、本

件臨時株主総会の会目前に、本件調査の結果を知り得ることの便益を優先し、

上記(1)の調査期間を維持したものである。

5. 本件調査に係る調査方法

(1) 関係資料の確認闘精査

当委員会は、本件調査のため、以下の資料を確認・精査した。なお、本報告

書(要点版)では、資料の詳細についての表示は割愛する。

-就業規則、職務分掌を定める規程、その他の内部規則(セクシュアルハラ

スメント規程を含む。)

・対象会社の岸田哉図

-取締役会議事録

・監査役会議事録

・コンブライアンス委員会議事録(一部につき音声データを含む。)

.経営会議・業務改善会議議事録
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-内部監査資料

・人事資料(採用に関する資料、懲戒処分に関する資料を含む。)

・保育園、学童・児童園の業務マニュアル

-社内研修の実施状況に関する資料

-職場環境満足度調査に関する資料

-カウンセリング(社外相談窓口)に関する資料

・社内電子メール(関連するもの)

-その他関連する資料

(2) 関係者に対するヒアリング等の実施

当委員会は、以下の関係者 33名について、面談、スカイプ利用会議又は電

話会議により、合計 38回のヒアリング等を実施した。ヒアリング等の実施に

かかる総時間は、 34時間 6分である。

・対象会社の役員 5名

・対象会社の従業員 18名

・対象会社の役職員以外の者(対象会社の退職者を含む。 8名

-前代表者(なお、前代表者のアドバイザーである郷原弁護士及び新倉栄子

弁護士が同席している。) 1名

-前代表者の手配による外部関係者(なお、当該外部関係者の承諾の下、前

代表者のアドバイザーである新倉栄子弁護士が同席している。)1名

(3) 対象会社の役職員向けアンケートの実施

当委員会は、対象会社の役職員を対象として、対象会社のセクシュアルハラ

スメントの状況、パワーハラスメントの状況を調査するためのアンケート調査

(以下「本アンケート」という0)を実施した。実施方法は、以下のとおりであ

る。

(吋実施形式

無記名式アンケート

(b) 対象者

対象会社及びその関連会社(株式会社日本保育サ}ピス、株式会社ジェ

イキッチン、株式会社ジェイキャスト、株式会社ジェイ・プランニング販売、

株式会社日本保育総合研究所、株式会社アメニティライブ)(以下、「対象会
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社及び関連会社」と総称する。)の合計7社のすべての役職員 3，089名

(c) 告知方法

平成 29年 10月 25日(水)に、対象会社及び関連会社の役職員に対し、当

委員会を発信者とするアンケートの告知文書を配布し、アンケート回答への

協力を求めた。

なお、上記告知文書においては、①当委員会が、対象会社のグループ。会社

内のハラスメントの実態等を調査することを目的として対象会社により設

置された第三者委員会であること、②第三者委員会は、企業等が株主や顧客

その他の利害関係人に対する説明責任を果たす目的で設置する機関であり、

企業等から独立した立場において中立・公正で客観的な調査を実施し、事実

認定を行い、これを評価して分析する機関であること、③回答内容は当委員

会限りとし、回答者の匠名性が確保されること、④回答者が回答内容を理由

に不利益な取扱いを受けることがないことなどを付言した。

(d) 回答方法

以下の①及び②の方法により回答を可能とした。

① WEBサイトにアクセスして回答する方法

告知文書に、当委員会が管理する WEBサイト(スマートフォン対応)

を URL及び QRコードにより表示し、回答者がパソコン又はスマートフ

ォンにより直接に当該WEBサイトにアクセスし、回答する方法

② FAJ正送信により回答する方法

告知文書に、当委員会が管理する FAX番号を表示し、回答者が FAXに

より直接に当委員会の FAX番号にアンケート回答を送信することにより

回答する方法

(e) アンケート期間

平成29年 10月 25日(水)から同年 11月2日(木)まで

但し、同年 11月 15日(水)までに回答があったものは集計の対象とした。

(り質問項目

別紙 1のとおり。一般的に職場において生じ得る典型的なセクシュアルハ

ラスメント行為及び、パワーハラスメント行為を掲げ、直近2年間に体験し、

又は見聞きした事例の有無、行為者の属性、対象会社のハラスメント対策へ

の取組み姿勢についての評価等を問うもの。なお、厚生労働省の公表するア

ンケート例に依拠した。
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(副回答数

合計2，211件 (WEBサイト宛の回答:1，860件、 FAXによる回答:351件)の

回答があった。

上記の回答数は、アンケート対象者(対象会社及びその関連会社のすべての

役職員)3，089名の約 71%に該当する。

(4) 当委員会を情報提供窓口とするホットラインの設置

当委員会の専用メールアドレスを設けて、当該メールアドレス及び当委員会

の連絡先(電話番号及び FAX番号)を、上記(3)のアンケートの実施の告知と

ともに告知し、職場実態の具体的な事項や問題点について個別の情報提供を求

めた。

(5) 先行する内部調査の結果の引継ぎ

上記 1の「当委員会の設置に係る経緯」に記載のとおり、対象会社は、前代

表者が対象会社の代表取締役を辞任した後である平成27年4月21日に、下記

の委員構成による特別調査員会(以下「特別調査委員会jという。)を設置し、

内部調査を行った。

委員長 竹内 朗 (弁護士・プロアクト法律事務所)

委員 五味祐子 (弁護士・国広総合法律事務所)

委員 渡遺宙志 (弁護士・プロアクト法律事務所)

委員 指輪英明 (対象会社の社外監査役)

委員 内山 学 (対象会社の常勤監査役)

特別調査委員会による調査は、日弁連ガイドラインに可能な限り準拠して実

施されたとのことであり、特別調査委員会は、対象会社から提供を受けた資料

を検証し、関係者延べ 22名から合計 47時間 40分のヒアリングを実施したと

のことである。

当委員会は、対象会社の内山学監査役(特別調査委員会の委員)から、特別

調査委員会の作成に係る調査報告書(以下「特別調査委員会報告書」としづ。)

の開示を受けることができたが、同氏からは、ヒアリングメモ等の原資料の開

示を受けることができなかったため、特別調査委員会(委員長:竹内朗弁護士)

に対し、ヒアリングメモ等の原資料の提供を求めた。

しかしながら、特別調査委員会は、①原資料の処分権は、特別調査委員会が
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専有するのが原則であり、これを曲げてまで原資料を提供する理由がない。②

特別調査委員会の調査対象者らは、特別調査委員会の調査に協力するために必

要と判断して供述し、資料を提出したのであり、これらを対象会社を含む第三

者に開示することはできない、③特別調査委員会の成果物は、特別調査委員会

報告書がすべてであり、どのような原資料からどのような事実を認定したかは

特別調査委員会の専権で、あって一切の権限と責任が帰属する、との理由により、

原資料の提供には応じられない旨を回答した。

そのため、当委員会は、特別調査委員会からは、特別調査委員会報告書に記

載の限度で、調査結果の引継ぎを受けたにとどまり、特別調査委員会が行った

調査におけるヒアリングメモ等の原資料の開示を受けることはできなかった。

6. 本件調査及び報告の前提事項又は留保事項

(1) 本件調査の前提事項又は留保事項

当委員会は、本件調査を行うにあたり、以下の各事項を前提とし、又は留保

する。

① 対象会社による公表の時期及び手法の当否を調査対象としないこと

上記 1の「当委員会の設置に係る経緯Jに記載のとおり、当委員会の設

置に先立ち、対象会社の取締役会は、前代表者には、当時、対象会社に在籍

していた女性に対する重大なセクシュアルハラスメントに該当する事実が

あったことが判明している旨を公表することを決定し、平成29年 10月 17

日付け「臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に

関するお知らせJ10を公表した。

かかる対象会社の上記公表の当否については、様々な議論があることが

想定される。実際、前代表者のアドバイザーである郷原弁護士は、上記公表

行為を極めて問題がある行為であると批判し、当委員会に対し、当委員会が

その自律的判断により調査スコーフ。を拡張し、かかる対象会社の上記公表

の当否について調査し、評価を公表すべきである旨を主張していた。

しかしながら、当委員会としては、かかる事項を調査の目的に含めること

は、対象会社から委嘱された当初の調査事項との同一性を損ないかねない

こと、当委員会がかかる事項を調査し、評価することがまさに対象会社の現

10 htゆ://www.jp圃holdings.co.jp/w町dpr，邸s/wp-∞ntent/uploads/2017/10/20171017_ 02.pdf 
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経営陣と前代表者の対立構造に真正面から介入することとなりかねないと

判断したことから、かかる論点には立ち入ることは適当ではないと判断し

た。当委員会としては、上記3(2)(吋に記載のとおり、(対象会社によって指

摘されたものではあるが)対象会社の会社経営に重大な影響を及ぼすよう

なセクシュアルハラスメント事案の存否が問題となり、対象会社の株主等

のステークホルダーの重大な関心事となるに至っている以上、第三者委員

会としてこれを調査することに意義があると判断したことから、本件調査

を開始するので、あって、本件調査は、対立する対象会社の現経営陣と前代表

者のいずれのためにも行うものではない。そのため、当委員会としては、対

象会社の上記公表の時期及び方法の当否の論点には立ち入らず、本件調査

の対象とはしない。

② 当委員会の事実認定の程度

当委員会の調査した事案には、古いものでは約 10年前に遡るものもあっ

た。そのため、時の経過による証拠の散逸、関係者の記憶の低下による影響

は否定できない。

当委員会としては、時間的な制約がある中で、多角的な方法及び視点から

各種証拠を十分に吟味し、合理的に必要と考える調査を実施した結果、一定

の事実認定が可能であると判断したものに限り、報告の対象としており、相

応の客観性を担保することができているものと思料している。

もっとも、当委員会の事実認定については、法律上の証明による厳格な事

実認定をもってなし得る事実認定のみならず、疑いの程度を明示した灰色

認、定や疫学的認定により心証を形成した事実認定11が含まれていることを

あらかじめ留保する。

③ 行為の相手方の認識確認を必須としないこと

本件調査が対象とした行為の中には、相手方のある行為が含まれるとこ

ろ、これらの行為には、行為の相手方にとって、高度にセンシティブであり、

かっ、高度なフ。ライパ、ンー情報を旬含するものも含まれる。当委員会として

は、本件調査にあたり、当該相手方及びその心情に対し、慎重な配慮が必要

であると考えており、いたずらに本件調査への協力を求めることは適当で

はないと判断したものがある。

11 日弁連ガイドライン第2部第1.1(2)②参照
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そのため、当委員会は、本件調査にあたり、対象会社の役員等による行為

の相手方について、当該相手方の認識を確認する作業を必須の前提とはし

ていないものであることをあらかじめ留保する。

(2)本件調査に係る報告の前提事項又は留保事項

当委員会は、本件調査の結果を報告するにあたり、以下の各事項を前提とし、

又は留保する。

① 報告書の種類

当委員会は、本件調査の報告にあたり、詳細版と要点版の二つの報告書

を作成し、要点版のみ公表を予定するものとする。

② 要点版における個々の行為の記載について

当委員会は、前代表者及び対象会社の役員の行為について、多角的な方

法及び視点から調査し、一定の事実認定及び評価を行っているが、対象と

なった個々の具体的な行為の詳細については、行為者及び行為の相手方に

とって、高度にセンシティブなプライバシ}情報を包含するものであるか

ら、個々の行為の詳細については、公表を予定する報告書(要点版)には記

載しない。

なお、前代表者及び郷原弁護士は、前代表者に対するヒアリングにおい

て、対象会社の役員の行為について、具体的な情報提供を行い、これらの情

報について、報告書に具体的な記載をするように求めたが、上記の理由か

ら、報告書(要点版)にはこれらの具体的な情報を記載しない。

③ 詳細版における個々の行為の記載について

当委員会が作成する報告書のうち、詳細版については、公表を予定しない

ものであることから、当委員会が行った一定の事実認定及び評価の対象と

なった個々の具体的な行為について、一定程度、詳細に記載することとす

る。

しかしながら、上記②に記載のとおり、これらの詳細は、行為者及び行為

の相手方にとって、高度にセンシティブなプライパシー情報を包含するも

のであるから、報告書(詳細版)を閲覧することができる者の範囲は、対象

会社の取締役会のメンバー及び、対象会社のコンブライアンスの維持及び確

保のために真に必要な者に限ることとする。
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(3) その他の前提事項又は留保事項

本件調査に係る調査期間中及びその前後において、本件に関連する事実その

他の情報が公表されているが、当委員会の名義により公表された情報を除き、

当委員会は、何ら関知していない。

第 2 本件調査事項(1)に係る調査結果

1. 当委員会が認定した事実

(1)前代表者について

(吋前代表者は昭和 36年生まれ、大和証券株式会社を経て、平成5年3月に対

象会社(当時は有限会社ジェイ・プランニング)を名古屋にて設立、平成27

年 2月 17日に辞任するまでの問、対象会社の代表取締役社長の役職にある

とともに、対象会社の主要子会社(株式会社日本保育サービス、株式会社日

本保育総合研究所、株式会社四国保育サービス)の代表取締役を兼務してい

た。また、対象会社の発行済株式総数に対する前代表者が所有する株式数割

合は23.83%であり対象会社の大株主である(平成29年3月31日現在)。

前代表者は、証券会社出身ではあるが、対象会社設立後に聖徳大学大学院

で児童学を学び、修士号を取得するなど保育の現場に精通しており、内閣府

や行政、地方自治体の保育関連の委員を多く勤めており、保育の現場を知る

経営者として、業界から一目置かれていた。

(b)前代表者は対象会社の創業者であり、設立時から代表取締役として対象会社

及び関連会社の絶対的なトッフ。で、あった。また、対象会社の決裁権限基準に

おいても、多くの決裁権限が社長にあるとされていたうえ、基準上は決裁権

限が部長等にあるとされている事項で、あっても、事実上は前代表者の承認を

要しており、組織運営上、前代表者に権限が集中していた。

加えて、前代表者の、自らの掲げる理念(現場主義)や、何事も自分が知っ

た上で自ら判断を下したいと考える性格も相まって、役職員は、逐一、直接前

代表者に対して報告相談し、決裁を仰ぐとしづ方法によって組織の運営がな

されていた。そして、前代表者の有する創業者としてのカリスマ性や能力、知

識、経験、実績等に裏打ちされた判断を絶対視する傾向があり、役職員が前代
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表者の判断や行動に対して、正面から異を唱えることはほとんどできない状

況にあった。

(2) 現代表者及びその他の役員について

現在の対象会社の現在の代表取締役は荻田和宏氏(以下「現代表者」とい

う。)である。現代表者は、昭和 40年生まれ、大和証券株式会社を経て、平

成 11年に対象会社に入社し、平成 13年に取締役、平成 19年からは常務取締

役として対象会社のナンバー2の地位にあり、前代表者の片腕として対象会

社の経営に携わっていたが、前代表が平成 27年 2月 17日に辞任したこと受

けて、代表取締役社長に就任した。

現在の対象会社の取締役は、現代表者のほかに 4名の社内取締役と 3名の

社外取締役(内 l名は弁護士)で構成されており、社内役員は、前代表者に

見いだされて取締役に就任している。

(3) 対象会社におけるパワーハラスメント的環境

本アンケートの結果では、 17.63%が直近2年間において、対象会社において

パワーハラスメントを体験し又は見聞きしたことがあると回答しており、具体

的態様として男女ともに最も多かったのは、「脅迫、名誉段損、侮辱、ひどい暴

言(精神的な攻撃)Jで、あった。ヒアリングその他の調査の結果でも、特に、前

代表者及び現代表者についてパワーハラスメントがあったという申告が複数

存在している。

前代表者についてのパワーハラスメントとして複数人から数多くの指摘が

あったのは、日常的に、東京支社のフロアに響き渡るような大声で役職員を怒

鳴りつけ、ときには手元の書類やペットボトル等を投げつける、役職員に対し

て、時に侮蔑的・差別的発言をする(具体的な文言については公表を差し控え

る。)、些細なミス(前代表者からの電話に対して 3コール以内に出なかったな

ど)で始末書を頻繁に書かせるというものであり、周囲の従業員は、前代表者

を怒らせたくないという気持ちから委縮し、前代表者の機嫌を伺って行動をす

る(前代表者に怒鳴られないようにどうすればいし1かを最優先に考える)とい

う状態になっていた。

他方、現代表者についてのパワーハラスメントとして複数人から指摘があっ

たのは、前代表者と比較すると頻度はかなり低いものの、役職員に対して怒鳴
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りつけるというものであり、代表者が役職員に対して怒鳴りつけることが容認

されているという点では、(程度の問題はあるが)前代表者と違いがないとい

う指摘がなされていた。

(4) 対象会社におけるセクシュアルハラスメン卜的環境

本アンケートの結果では、直近2年間でセク、ンュアルハラスメントを受け又

は見聞きしたことがないとの回答が 90%以上を占めている。

しかしながら、ヒアリングその他の調査によると、前代表者に関しては、在

任中に、特定の女性従業員と食事にでかける様子が頻繁に目撃されており、前

代表者が女性従業員と交際をしているとの複数の噂があった(なお、前代表者

は、当委員会のヒアリングに際し，交際の事実については明確に否定してい

る。)。周囲の役職員は、前代表者とそれらの女性従業員が交際しているものと

認識し、そのような状況を受け入れていた。また、業務時間外の食事や社員旅

行において、前代表者が、同席した女性従業員の前で性的な話をしたり、女性

従業員の身体に過度に接触する行為をしているところを、役職員からしばしば

目撃されている。また、役職員は、これらの宴席で前代表者の機嫌を損なわな

いように、前代表者の側に女性社員を配置する等の配慮をして、立ち回ってい

たとのことである。

他方、現代表者及びその他の男性取締役についても 前代表者と比較すると

頻度はかなり低いものの、業務時間外の食事や社員旅行において、同席した女

性従業員と過度に身体へ接触している行為が役職員から目撃されたり、特定の

女性従業員を頻繁に食事に誘ったりするなどの行為があったことが窺われる。

2. 評価

(1) 対象会社における組織運営状況

企業において、代表者に決定権限と情報が集中し、代表者が役職員を自らの

意見に従わせて会社経営を行っていることについて、他の者が実質的には何ら

反対意見を述べることができないような状況は、個人商!吉、中小企業、個人創

業から間もなく、ガパナンスが未成熟な会社などで、いわゆるワンマン会社と

して、ときに見受けられるところである。

対象会社については，上場会社として要求されるコーポレート・ガパナンス

及び内部管理体制が整備されていたものの、上記のような前代表者の立場と他
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の役職員との関係性等から、前代表者在任当時はいわゆるワンマン会社と呼ぶ

にふさわしく、その運用において、代表者に問題が生じた場合に代表者に対す

る牽制機能等が発揮されにくい状況にあったといえるが、このような状態にあ

ること自体は、必ずしも法的な問題を伴うことではない。

この点、対象会社におけるコンブライアンス上の観点からの問題点、当該問

題点に対する改善に向けた取り組み、及びその改善状況については、後述する

とおりである。

ο) 対象会社におけるパワーハラスメントの存否

(吋 前代表者在任当時におけるパワーハラスメントの存否

前代表者の組織運営手法ないし役職員に対する影響力の行使方法は、役

職員の人格権を侵害するパワーハラスメントに該当する行為を用いるもの

で、あって、当該行為の意図や目的に正当性が認められるとしても、不適切と

いう評価を超えて、違法性を帯びた行為であると評価せざるを得ないもので

あった。

すなわち、前代表者は、①日常的に東京支社のフロア全体に響き渡るよ

うな怒声を発する、②しばしば物を投げつけて自らの感情を表現する、③日

常的に脅迫的・攻撃的な言辞を用いて叱責する、④差別的・侮蔑的発言によ

って役職員の人格を皮める、⑤理不尽・不合理な理由によって頻繁に始末書

を作成させることで、自らの絶対性ないし優位性を誇示し、役職員を威嚇し、

萎縮させていた。(なお、前代表者は当委員会のヒアリングに際し、大きな

声を出して叱責することがあった限度で認め、その余の上記行為については

いずれについても明確に否定している。)。

これら前代表者の手法ないし方法は、前記のような組織運営状況を背景

にして、日常的に用いられていたものであり、その結果、役職員は、前代表

者に対して萎縮し、前代表者の機嫌を損なわないよう配慮したり、複数人で

対応するなど機嫌を損ねた場合に備えたりしていた。

このような前代表者の行為によって、対象会社や役職員に以下のような

影響が出ることが強く懸念されるところであり、かかる観点からは、前代表

者のパワーハラスメント的行為は会社経営上重大な影響を与える可能性の

あるハラスメントと認められる。但し、当委員会による本件調査においては、

対象会社において、以下に掲げる悪影響が現実に生じていたとまでは認めら
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れなかった。

①ハラスメントを受けた対象者からの訴訟リスク

②ハラスメントを受けた対象者の心身等、健康状態の悪化

③モチベーションやモラル意識、組織に対する忠誠心の低下、及びそれら

に伴う業務ノfフォーマンスの低下

④有能な人材の流出(離職者の増加)

⑤企業評価や信用の失墜

(b) 現代表者及びその他の役員によるパワーハラスメントの存否

現代表者についても役職員に対して怒鳴ることがあるという指摘がなさ

れているところ、前述のような前代表者のパワーハラスメントにさらされて

きた現代表者自身が、その行為の頻度が少ないとはいえ、前代表者退任後の

組織運営のなかで、パワーハラスメントに該当する可能性がある行為やそれ

と疑われる行為を行っていることは、極めて遺憾である。

一般論として、パワーハラスメントは、対象者の人格を傷つける違法な

行為で、あって、とりわけそれが企業の代表者の行為であるときは、上記(吋①

乃至⑤のような事態を引き起こしかねず、会社経営に重大な影響を与えかね

ない。

もっとも、現状では、現代表者が役職員を怒鳴りつけており、これがパワ

ーハラスメントに該当しうるとし、う指摘が複数なされているものの、それら

の頻度としては比較的少ないことに加えて、業務上の叱責や非難という外形

を有していることから(従って、その発言の意図や目的、行為前後の言動、

相手方の立場や感情への配慮の有無、教育ないし指導的な性質を有するか否

か等との兼ね合いにより評価が異なる可能性があるため)、現時点では、パ

ワーハラスメントに該当しうる行為が存在すると指摘するにとどめるもの

である。

(3) 対象会社におけるセクシュアルハラスメントの存否

(の 前代表者によるセクシュアルハラスメントの存否

前述のとおり、前代表者による女性職員に対する性的言動は、終業後の食

事や社員旅行など飲酒を伴う場面において、しばしば目撃されていたところ、

このような場面においては、上記(1)(b)で述べた背景のもと、役職員らは、前

代表者が機嫌を損ねないよう気を配っていたため、代表者が好ましいと思っ
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ていると思われる女性職員が前代表者に応対することが多く、また、前代表

者による性的発言にも拒絶的な対応を強く露わにすることはなかった。この

ような状況は、前代表者が、自らの性的言動が許容されているものと思い込

みやすい状況で、あったといえる。

もちろん、前代表者の性的言動を意に介さない女性従業員がいたことも事

実であるが、その一方で、後日、前代表者による性的言動に対し拒絶感を示

して他の職員に相談する女性従業員も一定数存在しており、飲食を伴う場面

における前代表者による性的言動の中には、セクシュアルハラスメントと評

価される行為があったと評価せざるを得ない。

また、前代表者と頻繁に食事に出かけたり、交際関係があると噂される

女性従業員については、女性従業員自らが望んでそのような関係に発展した

と思われる事例もある。しかし、周囲から見れば、それは他の役職員に対す

る絶対的優位性を有する前代表者に取り入ろうとした結果であるともいえ、

そのような女性従業員と親しくしていること(あるいはそのような噂を招い

たこと)によって、職場環境が害されていると評価できる。このような、対

象会社内における前代表者と特定の女性職員との関係の存在やその噂は、断

続的に、繰り返し明るみに出ていたものであり、そのことによって、職場の

風紀秩序が乱され、職場環境の悪化がもたらされていたことは明らかである。

前代表者は、代表取締役として、対象会社の職場の風紀秩序の維持、職場

環境の向上に努めるべき立場にあるにもかかわらず、過去数年間のうちに、

繰り返し、あるいは断続的に特定の女性との親密な関係が取りざたされてき

たものである。そして、それらの関係は、前代表者の対象会社内における立

場や上記(2)記載の手法等によって構築した他の役職員に対する絶対的優位

性を背景に行われたものであり、上記。)(a)①乃至⑤と同様の影響が懸念され

るところである。このような前代表者による職場内の特定の女性との関係の

構築は、上記のセクシュアルハラスメントと評価される行為と相侠って、会

社経営上の重大な影響を与えるものであると認められる。

何より前代表者は既婚者であるところ、対象会社の代表取締役と役職員と

いう間柄において、特定の女性従業員と親密な関係に発展することに対する

社会的非難は強い。特に、役職員の大半を女性が占めている対象会社及びそ

のグループρ会社は子育て支援事業を中核としており、その創業者で、あって、

自らの子育て支援に対する理念を掲げて事業を展開運営してきた対象会社
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の代表取締役に対する非難は大きく、その影響は重大であると言わざるを得

ない。

(b) 現代表者及び役員によるセクシュアルハラスメントの存否

前記 1(4)の通り，本件調査によれば、前代表者在任当時、現代表者を含む

役員について、セクシュアルハラスメントに該当する可能性がある行為の存

在が疑われている。また、前代表者退任後においても、対象会社の現代表者

による、セクシュアルハラスメントに該当し得る行為が認められる。但し、

当該行為によって対象会社の職場環境を害しているとまでは認められない。

第 3 本件調査事項(2)に係る調査結果

1. 対象会社のコンブライアンス体制の現状及び課題

(1) 対象会社におけるコンブライアンス体制の概要

対象会社は、会社j回融上、取締役会及び監査役会を設置する機関設計を採用

している。そして、役職員のコンブライアンスに関する意識の向上を図り、コ

ンブライアンスを円滑かっ効果的に実施するための組織体制及び運営方法を

定めるものとしてコンブライアンス規程を定め、審議機関としてコンブライア

ンス委員会を設置している。さらに、コンブライアンス委員会における調査の

端緒となる、役職員からの法令や内規違反の行為の通報を受けつける窓口とし

て、内部通報窓口を設けている。

また、セクシュアルハラスメントについての独自の相談窓口、ヘルスケアに

対応する社外相談窓口を設け、ハラスメント対策の研修を実施するなど、ハラ

スメントの防止及び対策の観点から役職員をサポートする制度を構築・運用し

ている。

以下、対象会社における各制度の概要と現状、その課題について述べる。

(2) 取締役会及び監査役会

対象会社は、取締役会及び監査役会を設置しているところ、取締役会の構成

員8名のうち 3名が社外取締役であり、監査役会の構成員 5名のうち 3名が社

外監査役である。

24 



平成28年 6月の定時株主総会までは、取締役が 8名でそのうち 2名が社外

取締役であり、監査役は 4名でそのうち 2名が社外監査役という構成で、あっ

た。また、平成 29年 6月の定時株主総会において監査役を新たに選任し、監

査役会の構成員は 5名となった。

直近 2年の聞に、社外取締役の割合を増やし、監査役の人数を増やすこと

で、ガパナンス体制の強化を図っている。

(3) コンブライアンス委員会

顧問弁護士及び社外監査役を外部委員、役職員を社内委員とするコンブライ

アンス委員会を設置し、毎月 1回、定例会議を開催している。

コンブライアンス委員会は、対象会社のコンブライアンス体制の要として、

内部通報窓口を通じた通報案件のほか、対外的な紛争案件、社内の労務問題等

のコンブライアンス上の問題が集約され、審議される場として、一定の機能を

果たしていることが認められる。

一方で、関連規程において、委員の指名方法、運用等に関する規定が必ずし

も十分ではなく、さらなる整備が必要であると恩われる。もっとも、この点に

ついては、コンブライアンス委員会において課題として認識されており、現在、

改訂作業が進められている。

また、コンブライアンス研修への取組み(啓蒙・教育)、全社的なコンブラ

イアンス規範の共有といったことにまでは及んでいないようであり、その点も

課題として存在する。

(4) 内部通報窓口制度

対象会社は、対象会社の役職員から、法令や内部規程に違反する行為に関す

る情報を集めるル}トとして、顧問弁護士が担当する内部通報窓口を設置して

いる。

内部通報窓口を担当する弁護士の連絡先等が記載された案内文が、各部署・

各施設の更衣室等に掲示され、研修等でも通報窓口に関する案内が継続的にな

されてきたため、内部通報窓口制度の存在について従業員への認、知度は、従前

から極めて高いと認められる。また、窓口を通じた通報が一定程度寄せられて

いることが認められる。

通報があった事案については、通報窓口を担当する弁護士が、コンプライア
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ンス委員会において通報の事実及び内容を報告し、委員会で議論をした上で適

宜、担当部署に対応の指示を行う仕組みとなっており、内部通報窓口制度は、

コンブライアンス体制の強化のために相応の役割を果たしていると評価でき

る。

他方で、内部通報窓口制度の存在についての認知度は極めて高いものの、そ

の利用方法に関しては、役職員において必ずしも十分な理解がないものと恩わ

れ、対象会社のコンブライアンス上の課題のすべてについて、受け皿になりえ

ているとまでは認められないこと、通報者へのフィードバック体制が体系的に

整備されていないことなどの点について、今後の検討課題が認められる。

対象会社では、現在、かかる問題点の解消に向けて、コンブライアンス委員

会において、内部通報規程の改訂が、コンブライアンス規程の改訂と合わせて

審議されているとのことである。

(5) ハラスメントに関する制度

(a) セクシュアノレハラスメント

対象会社では、従前より、就業規則に基づいて「セクシュアルハラスメン

トに関する相談及び苦情の窓口Jが設置されていたところ、平成28年 12月

に法令に則って就業規則を改訂し、「妊娠・出産・育児休業等に関するハラ

スメント及びセク、ンュアルハラスメントの防止に関する規程j を制定して、

セクシュアノレハラスメントにとどまらず広く規定するとともに、「セクシュ

アルハラスメントに関する相談及び苦情の窓口」の担当者を明確にした。

しかし、セクシュアルハラスメントの相談窓口について、役職員に対して

周知してこなかったために、制度自体が十分に認識されておらず、活用され

ていないという問題がある。また、窓口で相談を受けた後の対応方法に関す

るマニュアル等に不十分な面があり、なお、制度の整備が必要といえる。

(b) パワーハラスメント

パワーハラスメントについても、就業規則には一定の行為を禁止する旨の

規定があるが、専用の相談窓口は設けられていない。そのため、内部通報窓

口がその役割を果たすことが期待される。

しかし、役職員の中で、内部通報窓口を利用してパワーハラスメントを通

報することができる旨の認識が共有されているとは認めにくい。今後、内部

通報規程の改訂の作業の中で、パワーハラスメントについての窓口の明確化
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した上で、役職員への周知徹底及び研修による意識改革が必要といえる。

(6) 内部監査室

内部監査室は代表取締役社長直属の独立した機関として、年度ごとの監査計

画に沿って、各部署や各施設の監査を実施している。

全ての施設について年に一回は訪問して、経理・書類等の事務処理面のチェ

ックを行っており、監査の担当者によって手法が変わらないよう、詳細なチェ

ックリスト等を作成して進めるなどの仕組みを構築しており、内部監査的役割

は十分に機能している。一方、内部統制面については、必ずしも内部監査室の

職域として意識されておらず、その機能が十分に果たされていない。この点は、

業務改善チームで検討を重ね、内部監査対象を拡大する方向で検討を進めてい

るところである。

(7) ヘルスケア対策制度

従前は、メンタルヘルスケアの窓口として、一般社団法人産業カウンセラ}

協会が認定する資格を有する従業員が常駐していた。現在は、外部機関にカウ

ンセリング業務を委託し、同機関を社外相談窓口として、役職員が直接 WEB

又は電話により申し込むことにより、無料でカウンセリングを受けることがで

きる制度が設けている。問機関は、会社が実施しているセルフチェックの提出

先になっていることや、適宜社内で制度の案内していることから、社外相談窓

口のことは社内で周知されており、外部機関であることから利用しやすいと受

け止められている。

また、東京支社内には、看護師が在籍しており、ハラスメントにより従業員

に心身不良が生じた場合に、対応できる体制を整えていると評価できる。

(8) 研修制度

対象会社では、従前は、ハラスメントに特化した研修は実施されていなかっ

たが、平成27年 8月にパワーハラスメントに関する研修を実施した。

平成29年 12月には、本部職員・園長・施設長を対象として、それぞれ、セ

クシュアノレハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントの対

策を含む研修を実施することが予定されている。

対象会社は、繰り返し研修を実施することにより、社内のハラスメント防止
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に取組んでいるといえる。

(9) 新たな取り組み

(の経営理念・行動準則(コレド)の制定

従前、対象会社では、コンブライアンスに関する統一的な規範は存在し

なかったが、平成27年 6月、経営企画会議において、経営理念・行動準具Ij

(コレド)を策定し、社内に周知するとともに、対象会社の WEBサイト(ホ

ームページ)等を通じて社外にも公表し、企業姿勢を明確にした。

これら経営理念・行動準則(コレド)は役職員に周知徹底され、東京支社

の役職員の朝礼ではコレドの読み合わせにとどまらず、朝礼担当がコレドに

基づく考えを発表して議論したりするなど、役職員に浸透させる取り組みを

継続的に進めている。

(b) 組織の再編成と職務分掌

前代表者の体制のときには、東京支社は、いわゆる文鎮型の組織構造、

すなわち前代表者と担当者の聞に管理職が存在しない(もしくは管理職が

設置されていても、実質的には前代表者が幅広く決裁権限を有していた)

といった構造となっていた。そのため、前代表者が担当者から直接、相談

や報告を受け、指示を出すことが必然となり、部下の意思決定が許されな

いという前代表者一強の状態が作り出されていた。

現代表者の就任後は、持続可能性のある経営組織の構築を目指し、組織

構造を再編し、部長や課長にも権限を与えるなどの職務分掌を行っている。

その結果、対象会社に相応しい社内体制が整いつつある。

(c) 良い職場推進委員会

良い職場推進委員会は、内部通報制度を利用して通報することに敷居が

高いと感じる従業員の苦情や不満を吸い上げることを目的として平成28年

7月に設置された。

寄せられた苦情や不満に対しては、委員会内で担当を決め、解決するま

で適宜、フォローアッフ。をしており、現場の苦情や不満の吸い上げに効果的

な機能を果たしている。さらに、 1"'2か月に 1回、良い職場推進委員会の

委員が出席して、毎回場所を変えて、従業員(特に保育士)が参加可能な「ジ

ョブ会」という名称の食事会を、会社が一部費用を負担する形で実施してい

る。目的は、新規の規定やルールを直接に従業員に伝えるためで、あり、本部
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と現場のミスコミュニケ}ションの解消に一役買っている状況である。

まだ活動として小規模ではあると思われるが、継続的かっ発展的な活動

がなされれば、コンブライアンス体制の強化の一助となりうる制度である。

2. 対象会社の役職員向けアンケートの結果

(1) アンケートの実施の概要

(の概要

当委員会が実施したアンケートの実施の概要は、第 1の 5(3)(a)乃至(ff)に

記載のあるとおりである。

(b) 質問項目

別紙1のとおりである。厚生労働省の公表するアンケート例12に依拠した。

(c) 質問対象とする時期

直近 2年間を質問の対象とした。他の機関による同種のアンケート例で

は、直近3年間を対象期間とするものが散見されたが、本アンケートにおい

て対象期間を直近3年間に設定することは、前代表者の退職時期をまたぐ形

となり、対象会社の王期生の状況を把握するのに適当でない。加えて、対象会

社では、以下の分析結果にもあるとおり、保育士を中心に 20代の従業員が

多く、また短期間で退職する者も一定数みられるところである。そこで、、本

アンケートでは、質問対象とする期間をより短く、直近2年間に限定するこ

とに合理性があるものと判断した。

(d) 結果

別紙2のとおりである。

(2) 分析

(吋総括

回答者の約 87%が女性である(おおよその男女比は、男性 1:女性的。年

齢層としては、 20代が約半数を占めており、次いで多い 30代と併せて、回答

者全体の約 3分の 2を占める。本アンケートの対象者は、対象会社及びその

子会社の役職員(アルバイト含む。)全3，089名であり、その男女比はおおよ

そ 1:8となっているところ、本アンケートの回答者の状況も概ねこれと合致

12 .h!!.R.;必四万型国思盟強f型的ふSeおakuiouhou司 11900000-Koyouk均段目助成盟主voku/OO.pdf
httos://no弔胤wahara.mhlw.go.jp/iinjνdownload岸pawaharamanual 
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する結果となった。したがって、本アンケート結果は、対象会社の縮図とし

て、その結果に依拠することに一定程度の合理性のある内容となっているも

のと判断できる。

直近2年以内に何らかのセクシュアルハラスメントを受けあるいは見聞き

したことがある者(Q3)は 107人 (6.43%。内訳は男性 8.70%(18人〕、女性6.06%

[87人J)13、パワーハラスメントを受けあるいは見聞きしたことがある者(Q5)

は307人 (17.63%。内訳は男性 15.89%[32人〕、女性 17.73%[267人J)であ

り、単純合計で対象者の 24.06%が何らかのハラスメント行為を確認している。

セクシュアルハラスメントの割合が他企業と比較してことさら高いというこ

とはできず、またパワーハラスメントについては他企業を下回る水準にとど

まっている140

(b) セクシュアノレハラスメント

実際に受け又は見聞きしたセクシュアルハラスメントとしては、男性では

「性的な冗談、からかい、質問をされたJとするものが (5.31%)、女性では

「性的な冗談、からかい、質問をされたJ(2.65%) と並んで「仕事に関係な

い食事、デートにしつこく誘われたJ(1.60%)とするものが多かった。また、

男性には見られない「性的関係を強要された」とする回答が、女性では3件

見られた。

その行為者 (Q4)は、男性では「上司、役員」とするものが最も多い一方

(4.37%)、女性では「上司、役員J(2.87%) と「同僚J(2.95%)がほぼ同数

13なお、各設問ごとに、未回答のものが一定数含まれる。本文に挙げたパーセンテージは、

いずれも各設聞に対し回答があったものを母数として算出しており、未回答を考慮していな

14他企業において、過去3年間にセクシュアノレハラスメントを受けたことがあるとするもの

は3.2%であるが、男女比でみると、男性が 1.6%にとどまるのに対し、女性は 10.9%と、他企

業におけるセクシュアルハラスメント体験者の割合が対象会社を上回っている(以上、平成

28年日本労働組合総連合会「生活アンケート調査結果報告書」れんごう政策資料No.238、98
頁)。このように、対象会社において女性に対するセクシュアノレハラスメントが他企業より少

ない回答結果となったのは、当該アンケートの設聞が回答者自身がセクシュアノレハラスメント

を受けたケースに限定していることはもとより、対象会社の役職員構成として女性が圧倒的に

多く、男性から女性に対するセクシュアルハラスメントが起きにくい環境にあることにも一因

があるものと推測される。パワーハラスメントついては、過去3年間にパワーハラスメントを

受けたと感じたことがあるものは、他企業では32.5%に上る(以上、平成28年度厚生労働省

委託事業「職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書J89頁。
Mp:/ /www.mhlw.go.ip/臼le/04聞Houdouhappv，叩圃11208000-Roudoukiiunkvoku-
組nroush出 eik路 Uka/OO銀民自民剖Q
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であった。

(c) パワーハラスメント

以上に対し、パワーハラスメントについては、直近2年間において、 82.37%

が、対象会社においてパワーハラスメントを体験し又は見聞きしたことがな

いと回答した (Q5)。

実際に受け又は見聞きしたパワーハラスメントとしては、男女ともに「脅

迫、名誉殿損、侮辱、ひどい暴言(精神的な攻撃)Jが最も多く、いずれも

約 8%(男性 7.94%、女性 8.63%) に上ったo 次いで多いのは、男女ともに

「仲間外し、無視J(男性4.67%、女性7.37%)、「業務上明らかに不要・不可

能・理不尽なことの強制、仕事の妨害J(男性5.14%、女性5.38%)である。

その行為者 (Q6)は、男女ともに「上司、役員J(男性 10.85%、女性 11.89%)

とするものがともに 10%を超えており、次点の「同僚J(男性 4.25%、女性

5.19%) を大きく引き離している。

(の対象会社内における対応状況

上記(b)及び、(c)によれば、対象会社内におけるハラスメント事案は、過去2

年間において一定数発生していることが窺われる。

これらの対象会社内における対応状況であるが (Q7)、対象会社のセクハラ

相談窓口等専用窓口を使用したとの回答は 0.59%で、あって、窓口の活用にはま

だ課題がある。「相談したかったが、誰に相談したらよし1かわからなかった」

とする回答が、男性で 6.01%、女性で 5.69%にのぼることや、同僚にだけ相談

をしたというものが男性で 11.56%、女性で 12.80%にもなっていることに鑑み

ても、早急な対策が求められよう。

他方で、上司、役員への相談をしたとの回答は、男女ともに 14%以上に上る

が、相談をした結果として、具体的対応がされたとするものと、そうでないも

のがほぼ同数になっており、対象会社においてハラスメント事案の相談後の

処理についても、課題が残されている。

(e) 対象会社についての現状認識

以上のとおり、個別の問題はあるものの、対象会社が他の職場と比べてハラ

スメントが多いと感じるか (Q8)については、「思わない」及び「あまり思わ

ないJの合計が実に約 78%に上っており、この点は一定の評価に値する。こ

のような回答状況は、上記(のに指摘した他企業との比較状況とも矛盾しない。

このような状況を踏まえてか、対象会社のハラスメント対策への積極性 (Q9)
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については、男女ともに「どちらでもなしリが最も多い(男性 43.53%、女性

56.38%)。

最後に、直近2年間とそれ以前との比較について (QlO)であるが、セクシ

ュアルハラスメントについては、「以前より悪くなった」とする回答がほとん

ど見られない (0.34%)点は指摘しておく必要がある。これに対し、「変わらな

い」とするものは 8.71% (男性 10.81%、女性8.49%)、「良くなったJとするも

のは 9.28%(男性 13.96%、女性9.48%)である。少なくとも、悪化したとの認

識は持たれていない。一方、パワーハラスメントについては、「以前より悪く

なったJとする回答が 2.49%(男性1.35%、女性 2.50%)見られるのに対し、

「変わらなしリとするものは 12.66%(男性 13.51%、女性 12.44%)、「良くなっ

た」とするものは 16.90%(男性 16.22%、女性 17.05%)である。

以上からすれば、対象会社内においては、セクシュアルハラスメント、パワ

ーハラスメントともに、環境はやや改善したと評価されているものといえ、特

にパワーハラスメントの改善について、役職員から、より積極的な評価がされ

ているといえる。

第 4 再発防止に向けた提言

対象会社のセク、ンュアルハラスメント及びパワーハラスメントが、現在まで

生じてきた原因は、前代表者在任中の時代から続く、パワーハラスメント及びセ

クシュアルハラスメントがまかり通ってしまう職場環境にあると考えられる。

特に対象会社に長く在籍している役職員(なかでも本社や東京支社の従業員)

は、前代表者によるハラスメントに慣れ過ぎてしまったことによって、ハラスメ

ントの感覚が鈍磨し、ハラスメントによる問題点を直ちに感じることができな

い傾向がある。もっとも、この傾向は、対象会社の従業員の大部分を占める現場

保育園の保育士等にまで及んでいるとは認められず、全社的な傾向であるとは

言えない。

対象会社の上記のような傾向を改善し、ハラスメントを許さない職場環境を

整備するためには、まずは、現代表者及び役員といった上層部を筆頭に全体的な

意識改革を行うことが必須である。そのうえで、ハラスメント問題に関する案内
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等の配布、研修・教育等の啓発活動の積み重ねを継続し、ハラスメントを許さな

い意識を企業風土として浸透させることが肝要である。

この点、第3において述べた通り、対象会社においては、コンブライアンス委

員会を始め、内部通報窓口制度、セクシュアノレハラスメント通報窓口、基礎的な

研修体制の実施等、上場会社に相応しい組織体制や制度設計が備わり、その運用

をさらに改善しているところである。

本件調査において、現代表者就任後に認められたハラスメント行為(ハラスメ

ントと疑われる行為やハラスメントに該当しうる行為を含む)は、対象会社の経

営に重大な影響を与えていると認めるには至らないものである。

今後は、既存の制度を効果的に活用し、ハラスメントのない働きやすい職場環

境を構築できるよう、今後の企業努力を期待したい。

以上
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<5jJjifJU> 

職場におけるハラスメントに関する実態調査アンケート

第三者委員会の実施・管理するアンケートです。

※職場のセクシヤノレハラスメント及びパワーハラスメントについての環境調査をするものです。

※回答は無記名です。

※回答内容は当委員会限りとし、調査結果の報告にあたっては匿名性を確保します。

※回答者の個人情報や所属等が、行為者や職場の同僚等に伝わることはありません。

※本アンケートを理由に、回答者自身が不利益な取り扱いを受けることは一切ありません。

1.あなたの性別を教えて下さい。

※ハラスメントは、異性聞のみならず、向性間でも起こり得るものです。また、当委員会

では、性的マイノリティの方へも配慮しています。

口男性 口女性 口その他 口答えたくない

2.あなたの年齢は?

口20"-'24歳

口25"-'29歳

口30"-'39歳

口40"-'49歳

口50"-'59歳

口60歳以上

3.あなたは、直近2年間ほどの聞に、職場で次のような行為を受けた、あるいは見聞きし

たことがありますか。(複数回答可)

口性的な冗談、からかい、質問をされた

ロヌード写真等を見せられたり、不愉快な視線を送られた

口性的含みのあるメーノレ、電話、手紙を受け取った

口仕事に関係ない食事、デートにしつこく誘われた

口体に触られた

口性的関係を強要された

口行為を受けたことも、見聞きしたこともない

(→4. は「回答不要」を選択して下さい)

口その他(具体的に)

[ 



4.その行為をした人は誰でしたか。(複数回答可)

口上司、役員

口同僚

口部下、後輩

<別紙1>

口回答不要 (3.で「行為を受けたことも、見聞きしたこともない」を選択した方はこちら

にチェックして下さい)

口その他(具体的に)

[ 
5.あなたは、直近2年間ほどの聞に、職場で次のような行為を受けた、あるいは見聞きし

たことはありますか。(複数回答可)

口暴行、傷害(身体への物理的な攻撃)

口物を投げる、叩く、壊す(身体以外への物理的攻撃)

口脅迫、名誉段損、侮辱、ひどい暴言(精神的な攻撃)

口仲間外し、無視

口業務上明らかに不要・不可能・理不尽なことの強制、仕事の妨害

口合理的な理由なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を明示、又は仕事をさせ

ないこと

口私的なことに過度に立ち入ること

口行為を受けたことも、見聞きしたこともない(→ 6. は「回答不要」を選択して下さ

口その他(具体的に)

[ 
6.その行為をした人は誰でしたか。(複数回答可)

口上司、役員

口同僚

口部下、後輩



<別紙1>

口回答不要 (5.で「行為を受けたことも、見聞きしたこともない」を選択した方はこちら

にチェックして下さし¥)

口その他(具体的に)

[ 
7.3や5で伺ったようなセクハラ、パワハラ行為について、職場で相談をしましたか。(複

数回答可)

口上司・役員に相談して、具体的な対応をしてもらった

口上司・役員に相談したが、話を聞いてくれただけだ、った

口上司・役員に相談しようとしたが、聞いてもらえなかった

口職場のセクハラ相談窓口その他専用の窓口に相談して、具体的な対応をしてもらった

口職場のセクハラ相談窓口その他専用の窓口に相談したが、話を聞いてくれただけだ、つ

た

口同僚にだけ相談した

口相談したかったが、誰に相談したらよいかわからなかった

口相談しなかった

口その他(具体的に)

[ 
8.あなたの職場は、他の職場と比べて、ハラスメント(セクハラ、パワハラの双方を含む)

が多いと感じますか。

口とても思う

口思う

口あまり思わない

口思わない

口わからない

9.あなたから見て、会社は職場で、のハラスメント問題(セクハラ、パワハラの双方を含む)

にどの程度積極的に取り組んで、いると感じますか?



口とても積極的

口まあ積極的

口どちらでもない

口積極的とは言えない

<別手氏1>

10. 直近2年間と、それ以前を比べて、職場のハラスメントに関する体制・環境(セクハ

ラ、パワハラの双方を含む)は変わりましたか。(セクハラ、パワハラ双方についてご、回

答下さい)

ロセクハラについては以前より良くなった

口セクハラについては以前より悪くなった

口セクハラについては変わらない

ロセクハラについてはわからない

口パワハラについては以前より良くなった

口パワハラについては以前より悪くなった

口パワハラについては変わらない

口パワハラについてはわからない

以上

本アンケートに関する事項で、さらに詳しい情報をご提供いただける方は、第三者委員会の

下記連絡先までご連絡下さい。

<第三者委員会(弁護士奥国範宛)> 

TEL: 03圃 5641・5936 /FAX: 03圃5641・5938/Mail:harassment@oku欄law.;p



職場におけるハラスメントに関する実態調査アンケート く別紙2>

調査期間:2017/10125-2017/11/2

|小計 | 
HJあなたの性別を教えて下さい。

男性 268 

女性 1906 

その他 2 
答えたくない 12 

未回答 11 

12あなたの年齢は?

20歳未満 25 

20-24歳 514

25-29歳 505

30-39歳 484
40-49歳 327

50-59歳 228

60歳以上 104 

未回答 13 
3.あなたは、直近2年間ほどの間lこ、職場で次のような行為を受けた、あるいは見聞きしたことがありま
すか。(複数回答可)

性的な冗談、からかい、質問をされた 51 

ヌード写真等を見せられたり、不愉快な視線を送られた 1 
性的含みのあるメール、電話、手紙を受け取った 2 
仕事に関係ない食事、デートにしつこく誘われた 25 

体に触られた 16 

性的関係を強要された 3 

行為を受けたことも、見聞きしたこともない 1553 

その他 36 

未回答 540 
|4.その行為をした人は誰でしたか。(複数回答可)

上司、役員 50 

同僚 47 

部下、後輩 11 
回答不要 1474 

その他 13 
未回答 613 

5.あなたは、直近2年間ほどの聞に、職場で次のような行為を受けた、あるいは見聞きしたことはあり
ますか。(複数回答可)

暴行、傷害(身体への物理的な攻撃 8
物を投げる、叩く、壊す(身体以外への物理的攻撃 33
脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言(精神的な攻撃 149

仲間外し、無視 125 

業務上明らかに不要・不可能・理不尽なことの強制、仕事の妨害 93 

合理的な理由なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を明
示、又は仕事をさせないこと

34 

私的なことに過度に立ち入ること 43 

行為を受けたことも、見聞きしたこともない 1432 

その他 44 
未回答 405 

16.その行為をした人は誰でしたか。(複数回答可)

上司、役員 199 

同僚 85 

部下、後輩 34 



回答不要 1378 

その他 34 

未回答 512 

17. 3や5で伺ったようなセクハラ、パワハラ行為について、職場で相談をしましたか。(複数回答可

上司直役員に相談して、具体的な対応をしてもらった 66 
上司・役員に相談したが、話を聞いてくれただけだった 62 
上司・役員に相談しようとしたが、聞いてもらえなかった 10 

職場のセクハラ相談窓口その他専用の窓口に相談して、具体的な
対応をしてもらった

職場のセクハラ相談窓口その他専用の窓口に相談したが、話を聞
いてくれただけだった

4 

同僚にだけ相談した 98 

相談したかったが、誰に相談したらよいかわからなかった 51 

相談しなかった 508 

その他 112 

未回答 1084 

8.あなたの職場は、他の職場と比べて、ハラスメン卜(セクハラ、パワハラの双方を含む)が多いと感じ
ますか。

とても思う 3 
思う 83 

あまり思わない 359 

思わない 1282 

わからない 329 

未回答 108 

9.あなたから見て、会社は職場でのハラスメント問題(セクハラ、パワハラの双方を含む)にどの程度
積極的に取り組んでいると感じますか?

とても積極的 175 

まあ積極的 451 

どちらでもない 1142 

積極的とは言えない 308 

未回答 110 

10.直近2年間と、それ以前を比べて、職場のハラスメン卜に関する体制・環境(セクハラ、パワハラの
双方を含む)は変わりましたか。(セクハラ、パワハラ双方についてご回答下さい)

セクハラについては以前より良くなった 178 

セクハラについては以前より悪くなった 7 
セクハラについては変わらない 153 

セクハラについてはわからない 1114 

未回答 249 

パワハラについては以前より良くなった 296 
パワハラについては以前より悪くなった 45 

パワハラについては変わらない 221 

パワハラについてはわからない 1119 

未回答 237 


