
2022年度 第1回ウェビナー

「パンデミックの影響 - オンタリオ州における従業員保護ポリシー
の義務化及び増加する職場でのハラスメント苦情」

2022年10月20日（木） 14:00～15:00（EDT）

新型コロナ以降、職場と自宅の境目が曖昧になったことで、個人の時間が侵害されていると

いう従業員からの不満が顕在化するようになりました。こうした状況を受け、オンタリオ州

政府は多くの企業に対し「つながらない権利ポリシー」の規定を義務付ける法案を可決しま

した。さらに企業は電子監視ポリシーの策定も求められています。

本ウェビナーでは、これらのポリシー要件と管理に関する説明に加え、職場のハラスメント

を管理するための法的要件の概要解説や具体事例のご紹介をします。

事前質問もお受けいたします。本ウェビナーはオンタリオ州法に基づく内容になっています

が、州外からのご参加も歓迎しますので、奮ってご参加ください。

■日時： 2022年10月20日（木） 14:00～ 15:00（EDT)

■講師： ジム・アンスティ弁護士 (ネリガン法律事務所)

■主催： ジェトロ・トロント事務所

■プログラム： 開会

講演： 「パンデミックの影響 - オンタリオ州における従業員保護ポ

リシーの義務化及び増加する職場でのハラスメント苦情」

講演内容： ・従業員に対する電子的監視

・勤務時間外につながらない権利

・職場のハラスメント管理、その事例紹介 など

質疑応答

■視聴方法： Zoomによるウェビナーになります。パソコン、スマートフォン、タブレット

等ご自身のオンライン端末から接続願います。

※参加には事前のご登録が必要です。なお、登録いただいた方には当日視聴

できない場合も、後日録画の視聴リンクをご案内いたします。

■参加費： 無料

■使用言語： 講演は英語、質疑応答は日英対応可。

■定員： 100名

■お申込み方法： 以下リンクより10月19日正午(EDT)までにご登録下さい。

https://forms.office.com/r/Z6afzfzC6W

■お問い合わせ： ジェトロ・トロント事務所

E-mail：tor@jetro.go.jp （担当：グリーンバーグ綾子）



Invitations to Webinar

Pandemic fallout - Mandatory policies 
to protect employees in Ontario and 

increased workplace harassment complaints
October 20th, 2022 (Thursday) 14:00～15:00（EDT）

During the pandemic, workers complained about infringements on their personal time as the 

lines between work and home blurred. In response, the Ontario government passed legislation 

requiring most businesses to have a right-to-disconnect policy. They also went a step further, 

requiring businesses to have an electronic surveillance policy. While these policies apply only 

to Ontario businesses, the requirements of these policies largely reflect good HR practices and 

help employers respond to real employee concerns in the tightest labour market we’ve seen in 

many decades. In addition to reviewing the requirements and advice for managing these 

policies, the speaker will also provide an overview of legal requirements and best practices for 

managing workplace harassment. In the post-pandemic era, workplaces are unsettled and 

complaints of harassment are becoming more common place.

■ Date： October 20th, 2022 (Thursday) 14:00～ 15:00（EDT）

■ Speaker： Jim Anstey (Nelligan Law)

■ Host： JETRO Toronto

■ Progaramme： “Pandemic fallout -Mandatory policies to protect employees in 

Ontario and increased workplace harassment complaints”

Topics include:

・Electronic surveillance of employees

・The right to disconnect

・Managing workplace harassment and best practices etc.

Q&A

■ Webinar Registration:

・Webinar platform: Zoom

・Maximum capacity: 100 participants

・Language used in webinar: Presentations will be given in English. Japanese 

assistance will be available for Q&A sessions.

・Cost: Free of charge

・Registration: Please RSVP by October 19th, noon (EDT)

https://forms.office.com/r/Z6afzfzC6W

・Inquiry: Ayako Greenberg, JETRO Toronto 

tor@jetro.go.jp

This webinar is primarily for the entities in Ontario however, the information will be valuable to 
those who are in other provinces as well.
We look forward to welcoming you and your colleagues to these special occasions.


