
 

 

Newsletter (2022 年 3 月) │ 法務 

 

「指針や指針解説で詳細が明らかになった改正公益通

報者保護法への事業者の対応」 

 

  

はじめに 

公益通報者保護法の一部を改正する法律（令和 2 年法律第 51 号）が、令和 2 年 6 月 8 日

に成立し、同月 12 日に公布されました。そして、改正公益通報者保護法は、本年 6 月 1 日

に施行されます。このニュースレターでは、改正された事項の詳細について、公表されてい

る指針や指針解説も参照しながら、事業者が対応するべき点についての解説を行います。 

 

第 1 公益通報者保護法の目的と制度の概要 

 １ 法の目的と制度の概要    

公益通報者保護法（以下「法」といいます。）は、公益通報をしたことを理由とする

公益通報者の解雇無効及び不利益な取扱いの禁止等 1を定めることで、公益通報者の保

護を図ること、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守

を図り、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的としています 2。

近年も事業者の不祥事が後を絶たず、ときとして企業の根幹を揺るがす不祥事が明らか

 

1 法には、公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等についても定められています。 

2 改正法第 1 条 



 

 

になることもあります。国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部から

の通報をきっかけに明らかになることが少なくありません。事業者は、リスクを早期に

把握するとともに、自浄作用の向上を図り、企業価値及び社会的信用の向上を実現する

ことを目指すべきであり、その実現にあたっては事業者内部からの通報が非常に有効で

あり有益です。しかし、通報したことによって、通報者が事業者による解雇等の不利益

な取扱いにさらされるとすれば、通報者は通報をためらうことが容易に想像されます。

法は、このような観点から、通報者が、どこに、どのような内容の通報を行えば保護さ

れるのかというルールを明確にしています 3。 

２ 令和２年改正による改正項目 

法の目的と制度の概要は上述のとおりですが、近時においても社会問題化する事業者

の不祥事が後を絶たないことから、通報をより行いやすくし、また事業者が不正を是正

しやすくするため、改正が行われました。今般の改正における主な改正項目は、以下の

とおりです。とりわけ、事業者の内部通報体制等の整備義務は、事業者の皆様にとって

影響の大きいところと考えられ、以下に述べる指針や指針解説も参照しながら、速やか

に対応することが求められます。 

1 公益通報者の範囲の拡大 

2 通報対象事実の範囲の拡大 

3 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等への通報に

関する労働者の保護要件の緩和 

4 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等以外の外部

（報道機関等）への通報に関する労働者の保護要件の緩和 

5 通報行為に伴う損害賠償の制限 

 

3 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_sy

stem/overview/ 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/


 

 

6 内部通報体制等の整備義務 

7 業務従事者の守秘義務 

以下、これらの項目について、指針及び指針解説も踏まえながら、順に解説していき

ます。 

 

第 2 改正法の内容 

 1 公益通報者の範囲の拡大 4 

   改正前の法では、保護の対象となる通報者は「労働者」とされており、退職者は含ま

れていませんでしたが、退職後であっても一定の非違行為を行ったことを理由に退職金

の返還を求められたり、脅迫や損害賠償請求、再就職妨害等の不利益な取扱いを受ける

おそれがあります 5。また、労働者に該当しない役員等は、事業者の内部事情をよく知

り得る立場にあり、実際に役員等からの通報により不正の是正がなされている実態があ

ることや、役員等であっても公益通報を理由として、解任、損害賠償請求等の不利益な

取扱いを受ける事例が発生していることが報告されていました 6。 

 

4 改正法第 2 条第 1 項、第 2 項 

5 消費者委員会 公益通報者保護専門調査会「公益通報者保護専門調査会報告書」（平成 30 年 12 月、

以下「調査会報告書」といいます。）Ⅱ・1・（1）・イ 

6 調査会報告書Ⅱ・1・（2）・ア 

 



 

 

そこで、改正法では、公益通報者の範囲に、退職後 1年以内の退職者 7及び派遣労働

者であった者 8、並びに役員 910が含まれることとなりました。 

なお、役員である公益通報者の保護の内容は、改正法第 6 条の要件を満たす公益通報

をしたことを理由として事業者 11から解任された場合において、その解任によって生じ

た損害の賠償を請求できることにとどまります 12。これは、会社法上、事業者が役員を

いつでも解任できるとされていること 13を踏まえたものであり、役員が公益通報を理由

として解任されることはないと誤解しないよう留意すべきです。 

 

 2 保護される通報対象事実の範囲の拡大 14 

   改正前の法では、保護される通報対象事実は刑事罰で実効性が確保されている法律違

反行為の事実に限定されていました。しかしながらその後、これについて、最終的に刑

事罰の対象とならない規制違反行為のうち、①法律の規定に基づく行政罰の対象となる

 

7 改正法第 2 条第 1 項第 1 号 

8 改正法第 2 条第 1 項第 2 号 

9  法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令の

規定に基づき法人の経営に従事している者（会計監査人を除く）をいいます。改正法第 2 条第 1 項柱

書参照 

10 改正法第 2 条第 1 項第 4 号 

11 改正法第 2 条第 1 項第 4 号 

12 改正法第 6 条 

13 会社法第 339 条第 1 項等 

14 改正法第 2 条第 3 項 

 



 

 

規制違反行為の事実、②法律の規定に基づく行政処分の対象となる規制違反行為の事実

については、通報対象事実に追加すべきとの提言がされていました 15。 

そこで、改正法では、法律違反行為の事実のみならず、行政罰である法及び同法の別

表に掲げられる法律 16に規定する過料の対象とされている事実についても、通報対象

事実に加えることとなりました。 

 

 3 行政機関等への通報に関する労働者の保護要件の緩和 17 

   改正前の法では、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関

に対して通報する場合、そのような公益通報をしたことを理由とする解雇や派遣契約の

解除から保護されるための要件として、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとし

ていると信ずるに足りる相当の理由（いわゆる真実相当性）があることが要求されてい

ました。しかし、事業者内部への通報では、誰が通報したかが分かってしまい、不利益

取扱いを受けるおそれがあるなど、通報者が事業者内部への通報に対して消極的になっ

ているとの指摘がされていたことや、これまでの事業者の不祥事事案において、内部通

報制度の機能不全が指摘されるなど、事業者内部への通報のみで不正の是正を図ること

には一定の限界があることなどから、権限を有する行政機関への公益通報の更なる活用

を促進することが求められるとして、真実相当性の要件を緩和すべきと提言されていま

した 18。 

 

15 調査会報告書Ⅱ・2・（1） 

16 刑法（改正法別表第 1 号）、食品衛生法（同第 2 号）、金融商品取引法（同第 3 号）、日本農林規格

等に関する法律（同第 4 号）、大気汚染防止法（同第 5 号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（同

第 6 号）、個人情報の保護に関する法律（同第 7 号）など 

17 改正法第 3 条第 1 項第 2 号 

18 調査会報告書Ⅱ・3・（1）・ア 



 

 

   そこで改正法では、改正前の法が定めていた要件を満たす場合のほかに、通報対象事

実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し（いわゆる真実相当性の要件を

みたすことを要しない）、かつ、（1）通報者の氏名・名称及び住所・居所、（2）通

報対象事実の内容、（3）通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料

する理由、（4）通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられる

べきと思料する理由を記載した書面等を、権限を有する行政機関に提出する場合につい

ても、労働者である公益通報者は保護されることとなりました。 

 

 4 報道機関等、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等以

外の外部への通報に関する労働者の保護要件の緩和 19 

   改正前の法では、報道機関等、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有

する行政機関等以外の外部への通報を行う場合、その保護要件として、通報対象事実が

生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(いわゆる真実相当

性)があること、及び法第 3 条第 1 項第 3 号に掲げる事由に該当することが必要である

とされていました。このうち、前者の要件（いわゆる真実相当性）については、その通

報先に秘密保持義務が課されておらず、情報化が進んだ現在においては情報が瞬時に拡

散してしまうおそれがあり、通報が事実でなかった場合の風評被害は回復が著しく困難

なものであることから、現時点では、その要件を維持すべきと提言されていました 20。

一方で、後者の要件（法第 3 条第 1 項第 3 号に掲げる事由に該当すること）について

は、事業者に内部通報体制の整備義務を課す場合には、当該義務が履行されていないこ

とを、保護されるべき場合を定めた特定事由に追加することが考えられるとの意見が示

されていました 21。 

 

19 改正法第 3 条第 1 項第 3 号 

20 調査会報告書Ⅱ・3・（2）・ア 

21 調査会報告書Ⅱ・3・（2）・イ 



 

 

   そこで、改正法では、前者の要件は維持しつつ、後者の要件については改正前の法で

定められていた特定事由に加えて、さらに 2 つの事由が加えられました。つまり、後者

の要件を満たす場合が拡充され、結果として、保護要件が緩和され、報道機関等に対す

る通報の活用により未然防止、被害拡大が防止される場面が増えたことになります。具

体的には、（1）役務提供先等への公益通報をすれば、役務提供先が当該公益通報者に

対して知り得た事項を、当該公益通報者を特定させるものであることを知りながら、正

当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合 22と（2）個人の生命

若しくは身体に対する危害 23又は個人の財産に対する損害 24が発生し、又は発生する

急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合 25が追加されました。 

 

 5 通報行為に伴う損害賠償の制限 26 

   改正前の法でも、「不利益な取扱い」の内容として、通報者に対する損害賠償請求が

含まれると解されてはいましたが、法律上明記はされていませんでした。 

改正法ではこの点が明確化され、事業者は、公益通報がされたことによって損害を受

けたことを理由として、公益通報者に対し損害賠償請求することはできないとされてい

ます。 

 

22 改正法第 3 条第 1 項第 3 号ハ 

23  改正前の法でも、個人の生命又は身体に危害が発生した等と信ずるに足りる相当の理由がある場

合には、法 3 条第 1 項第 3 号に掲げる事由に該当すると規定されており、改正法は同号の事由を追加

したことになります。 

24  回復することができない損害又は著しく多数の個人における多額の損害であって、通報対象事実

を直接の原因とするものに限られます。改正法第 3 条第 1 項第 3 号ヘ カッコ書き 

25 改正法第 3 条第 1 項第 3 号ヘ 

26 改正法第 7 条 

 



 

 

 

 6 内部通報体制等の整備義務 2728 

   改正前の法では内部通報体制の整備は事業者等の義務とされてはいませんでしたが、

その後の実態調査を経るなかで通報体制の問題点が明らかとなっていきました。そして、

内部通報体制は、リスク情報の早期の把握や不正行為の未然防止、早期の是正を図る上

で極めて有用な仕組みであり、事業者における法令の遵守、ひいては公益の実現という

法目的の達成に向けて、民間事業者及び行政機関における内部通報体制の整備義務につ

いて、法制度上の手当をすべきであると提言されるに至りました 29。 

   そこで、改正法では、常時雇用する労働者（常態として使用する労働者を指し、パー

トタイマーであっても、繁忙期のみ一時的に雇い入れるような場合を除いて含まれます。

ただし、役員については含まれません。）30の数が 300人を超える事業者に対し、（1）

公益通報を受け、当該公益通報に係る通報対象事実を調査し、その是正に必要な措置を

とる義務に従事する者（公益通報対応業務従事者）を定めること、（2）公益通報に応

じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることを義務付け

ました 31。なお、常時雇用する労働者の数が 300 人以下の事業者については、現時点

では、これらの義務は、努力義務とされています 32。 

 

27 改正法第 11 条 

28  改正法は、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関における外部通報

対応体制の整備義務についても規定が設けられています。改正法第 13 条第 2 項参照 

29 調査会報告書Ⅱ・6・（1）・ア 

30 公益通報者保護法の一部を改正する法律（令和 2 年法律第 51 号）に関する Q&A（改正法 Q&A）

Q2-3 

31 改正法第 11 条第 1 項、第 2 項 

32 改正法第 11 条第 3 項 

 



 

 

   具体的に事業者がとるべき措置については、公益通報者保護法に基づく指針（以下

「指針」といいます。）33及び同指針の解説（以下「指針解説」といいます。）34に定

められています。以下では、指針を示しつつ、適宜指針解説を引用しています。なお、

指針解説には、「常時使用する労働者数が 300 人以下の事業者については 、事業者の

規模や業種・業態等の実情に応じて可能な限り本解説に記載の事項に従った内部公益通

報対応体制を整備・運用するよう努める必要がある。」35、「内部公益通報には該当し

ない、事業者が定める内部規程等に基づく通報についても、本解説で規定する内容に準

じた対応を行うよう努めることが望ましい。」36と定められているため、努力義務を負

うにとどまる事業者においても、自社の内部通報体制を整備するにあたっては指針や指

針解説を十分に参照することが求められます 37。 

 

 （1）公益通報対応業務従事者を定めること 

a) 事業者は、内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益

通報対応業務 38を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させ

 

33 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system

/overview/assets/overview_210820_0001.pdf 

34 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_s

ystem/overview/assets/overview_211013_0001.pdf 

35 指針解説 脚注 2 

36 指針解説 脚注 4 

37  本ニュースレターでは、紙幅の都合上、指針解説のうち、「その他の推奨される考え方や具体例」

（指針を遵守するための取組を超えて、事業者が自主的に取り組むことが期待される推奨事項に関す

る考え方や具体例を記載した項目）はその一部しか示していませんので、これらの事項についても網

羅的に知りたい場合には、指針解説をご確認ください。 

38  内部公益通報の受付、調査、是正に必要な措置の全て又はいずれかを主体的に行う業務及び当該

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_210820_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_210820_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_211013_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_211013_0001.pdf


 

 

る事項 39を伝達される者を、従事者として定めなければならない（指針第 3・

1）。 

 事業者は、コンプライアンス部、総務部等の所属部署の名称にかかわらず、

上記指針で定める事項に該当する者であるか否かを実質的に判断して、従事

者として定める必要があるとされています 40。なお、実効性の高い内部公益

通報制度を運用するためには、公益通報者対応、調査、事実認定、是正措置、

再発防止、適正手続の確保、情報管理、周知啓発等に係る担当者の誠実・公

正な取組と知識・スキルの向上が重要であり、これらについて必要な能力・

適性を有する者を従事者として配置することが重要であるとされています 41。 

 事業者は、内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して

公益通報対応業務を行うことを主たる職務とする部門の担当者を、従事者と

して定める必要があり、それ以外の部門の担当者であっても、事案により上

記指針で定める事項に該当する場合には、必要が生じた都度、従事者として

定める必要があるとされています 42。なお、公益通報の受付、調査、是正に

 

業務の重要部分について関与する業務を行う場合に、「公益通報対応業務」に該当します。指針解説

第 3・Ⅰ・1・③参照 

39  「公益通報者を特定させる事項」とは、公益通報をした人物が誰であるか「認識」することがで

きる事項をいいます。公益通報者の氏名、社員番号等のように当該人物に固有の事項を伝達される場

合が典型例であり、性別等の一般的な属性であっても、当該属性と他の事項とを照合させることによ

り、排他的に特定の人物が公益通報者であると判断できる場合には、該当するとされています。なお、

「認識」とは刑罰法規の明確性の観点から、公益通報者を排他的に認識できることを指します。指針

解説 脚注 6 参照 

40 指針解説第 3・Ⅰ・1・③ 

41 指針解説 脚注 7 

42 指針解説第 3・Ⅰ・1・③ 

 



 

 

必要な措置について、主体的に行っておらず、かつ、重要部分について関与

していない者（例えば、社内調査等におけるヒアリングの対象者、職場環境

を改善する措置に職場内において参加する労働者等、製造物の品質不正事案

に関する社内調査において品質の再検査を行う者等であって、公益通報の内

容を伝えられたにとどまる者など）は、「公益通報対応業務」を行っている

とはいえないことから、従事者として定める対象には該当しないとされてい

ます。ただし、このような場合であっても、事業者における労働者等及び役

員として、内部規程に基づき、範囲外共有（公益通報者を特定させる事項を

必要最小限の範囲を超えて共有する行為）をしてはならない義務を負います
43。 

b) 事業者は、従事者を定める際には、書面により指定をするなど、従事者の地位に

就くことが従事者となる者自身に明らかとなる方法により定めなければならない

（指針第 3・2）。 

 従事者を定める方法として、従事者に対して個別に通知する方法のほか、内

部規程等において部署・部署内のチーム・役職等の特定の属性で指定するこ

とが考えられるとされています。そして、後者の場合においても、従事者の

地位に就くことを従事者となる者自身に明らかにする必要があるとされてい

ます。また、従事者を事業者外部に委託する際においても、同様に、従事者

の地位に就くことが従事者となる者自身に明らかとなる方法により定める必

要があるとされています 44。 

 

 （2）内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置をとること 

 

43 指針解説 脚注 8 

44 指針解説第 3・Ⅰ・2・③ 

 



 

 

A) 事業者は、部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備として、次の措置を

とらなければならない。 

a) 内部公益通報受付窓口の設置等（指針第 4・1・（1））45 

 内部公益通報受付窓口を設置し、当該窓口に寄せられる内部公益通報を

受け、調査をし、是正に必要な措置をとる部署及び責任者 46を明確に定

める。 

 内部公益通報受付窓口については、事業者内の部署に設置するので

はなく、事業者外部（外部委託先、親会社等）に設置することや、

事業者の内部と外部の双方に設置することも可能であるとされてい

ます。なお、ある窓口が内部公益通報受付窓口に当たるかは、その

名称ではなく、部門横断的に内部公益通報を受け付ける 47という実

質の有無により判断されます 48。 

 調査・是正措置の実効性を確保するための措置を講ずることが必要

であり、例えば、公益通報対応業務の担当部署への調査権限や独立

 

45  子会社や関連会社において、企業グループ共通の窓口を自社の内部公益通報受付窓口とするため

には、その旨を子会社や関連会社自身の内部規程等において「あらかじめ定め」ることが必要です

（改正法第 2 条第 1 項柱書参照）。また、企業グループ共通の窓口を設けた場合であっても、当該窓

口を経由した公益通報対応業務に関する子会社や関連会社の責任者は、子会社や関連会社自身におい

て明確に定めなければなりません。指針解説 脚注 13 参照 

46  「部署及び責任者」とは、内部公益通報受付窓口を経由した内部公益通報に係る公益通報対応業

務について管理・統括する部署及び責任者をいいます。指針解説 脚注 10 参照 

47  「部門横断的に受け付ける」とは、個々の事業部門から独立して、特定の部門からだけではなく、

全部門ないしこれに準ずる複数の部門から受け付けることを意味します。指針解説 脚注 9 参照 

48 指針解説第 3・Ⅱ・1・（1）・③ 

 



 

 

性の付与、必要な人員・予算等の割当等の措置が考えられるとされ

ています 49。 

b) 組織の長その他幹部 50からの独立性の確保に関する措置（指針第 4・1・

（2）） 

 内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に係る公益通報

対応業務に関して、組織の長その他幹部に関係する事案については、こ

れらの者からの独立性を確保する措置をとる。 

 上記指針が求める措置は、内部公益通報受付窓口を事業者の外部に

設置すること等により内部公益通報の受付に関する独立性を確保す

るのみならず、調査及び是正に関しても独立性を確保する措置をと

ることが求められるとされています 51。 

 組織の長その他幹部からの独立性を確保する方法として、例えば、

社外取締役や監査機関（監査役、監査等委員会、監査委員会等）に

も報告を行うようにする、社外取締役や監査機関からモニタリング

を受けながら公益通報対応業務を行う等が考えられるとされていま

す。また、組織の長その他幹部からの独立性を確保する方法 の一環

として、 内部公益通報受付窓口を事業者外部（外部委託先、親会社

等）に設置することも考えられるとされています 52。 

c) 公益通報対応業務の実施に関する措置（指針第 4・1・（3）） 

 

49 指針解説第 3・Ⅱ・1・（1）・③ 

50  「幹部」とは、役員等の事業者の重要な業務執行の決定を行い又はその決定につき執行する者を

指します。指針解説 脚注 14 参照 

51 指針解説 脚注 15 

52 指針解説第 3・Ⅱ・1・（2）・③ 



 

 

 内部公益通報受付窓口において内部公益通報を受け付け、正当な理由が

ある場合を除いて、必要な調査を実施する。そして、当該調査の結果、

通報対象事実に係る法令違反行為が明らかになった場合には、速やかに

是正に必要な措置をとる。また、是正に必要な措置をとった後、当該措

置が適切に機能しているかを確認し、適切に機能していない場合には、

改めて是正に必要な措置をとる。 

 内部公益通報対応の実効性を確保するため、匿名の内部公益通報も

受け付けることが必要であり、匿名の公益通報者との連絡をとる方

法として、例えば、受け付けた際に個人が特定できないメールアド

レスを利用して連絡するよう伝える、匿名での連絡を可能とする仕

組み（外部窓口から事業者に公益通報者の氏名等を伝えない仕組み、

チャット等の専用のシステム等）を導入する等の方法が考えられる

とされています 53。 

 公益通報者の意向に反して調査を行うことも原則として可能である

が、公益通報者の意向に反して調査を行う場合においても、調査の

前後において、公益通報者とコミュニケーションを十分にとるよう

努め、プライバシー等の公益通報者の利益が害されないよう配慮す

ることが求められるとされています 54。 

 調査を実施しない「正当な理由」がある場合の例として、例えば、

解決済みの案件に関する情報が寄せられた場合、公益通報者と連絡

がとれず事実確認が困難である場合等が考えられるとされています。

解決済みの案件か否かについては、解決に関する公益通報者の認識

と事業者の認識が一致しないことがあるものの、解決しているか否

かの判断は可能な限り客観的に行われることが求められます。また、

 

53 指針解説第 3・Ⅱ・1・（3）・③ 

54 指針解説第 3・Ⅱ・1・（3）・③ 



 

 

一見、法令違反行為が是正されたように見えても、案件自体が再発

する場合や、当該再発事案に関する新たな情報が寄せられる場合も

あること等から、解決済みといえるか、寄せられた情報が以前の案

件と同一のものといえるかについては慎重に検討する必要があると

されています 55。 

 調査の結果、法令違反等が明らかになった場合には、例えば、必要

に応じ関係者の社内処分を行う等、適切に対応し、必要があれば、

関係行政機関への報告等を行うとされています 56。 

 是正に必要な措置が適切に機能しているかを確認する方法として、 

例えば、 是正措置から一定期間経過後に能動的に改善状況に関する

調査を行う、特定の個人が被害を受けている事案においては問題が

あれば再度申し出るよう公益通報者に伝える等が考えられるとされ

ています 57。 

d) 公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置（指針第 4・1・

（4）） 

 内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関し行われる

公益通報対応業務について、事案に関係する者 58を公益通報対応業務に

関与させない措置をとる。 

 

55 指針解説第 3・Ⅱ・1・（3）・③ 

56 指針解説第 3・Ⅱ・1・（3）・③ 

57 指針解説第 3・Ⅱ・1・（3）・③ 

58  「事案に関係する者」とは、公正な公益通報対応業務の実施を阻害する者をいいます。典型的に

は、法令違反行為の発覚や調査の結果により実質的に不利益を受ける者、公益通報者や被通報者（法

令違反行為を行った、行っている又は行おうとしているとして公益通報された者）と一定の親族関係

 



 

 

 例えば、「事案に関係する者」を調査や是正に必要な措置の担当か

ら外すこと等が考えられるとされています。受付当初の時点では

「事案に関係する者」であるかが判明しない場合には、「事案に関

係する者」であることが判明した段階において、公益通報対応業務

への関与から除外することが必要であるとされていますが、「事案

に関係する者」であっても、例えば、公正さが確保できる部署のモ

ニタリングを受けながら対応をする等、実質的に公正な公益通報対

応業務の実施を阻害しない措置がとられている場合には、その関与

を妨げるものではないとされています 59。 

 

B) 事業者は、公益通報者を保護する体制の整備として、次の措置をとらなければな

らない。 

a) 不利益な取扱いの防止に関する措置（指針第 4・2・（1）） 

 事業者の労働者及び役員等が不利益な取扱い 60を行うことを防ぐための

措置をとるとともに、公益通報者が不利益な取扱いを受けていないかを

把握する措置をとり、不利益な取扱いを把握した場合には、適切な救

済・回復の措置をとる。 

 

がある者等が考えられます。指針解説 脚注 24 参照 

59 指針解説第 3・Ⅱ・1・（4）・③ 

60  労働者等たる地位の得喪に関すること（解雇、退職願の提出の強要、労働契約の終了・更新拒否、

本採用・再採用の拒否、休職等）、人事上の取扱いに関すること（降格、不利益な配転・出向・転

籍・長期出張等の命令、昇進・昇格における不利益な取扱い、懲戒処分等）、経済待遇上の取扱いに

関すること（減給その他給与・一時金・退職金等における不利益な取扱い、損害賠償請求等）、精神

上・生活上の取扱いに関すること（事実上の嫌がらせ等）等が考えられます。指針解説第 3・Ⅱ・

2・（1）・③参照 



 

 

 不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等

に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮し

て、懲戒処分その他適切な措置をとる。 

 不利益な取扱いを行うことを防ぐための措置としては、例えば、

（1）労働者等及び役員に対する教育・周知、（2）内部公益通報受

付窓口において不利益な取扱いに関する相談を受け付けること、

（3）被通報者が、公益通報者の存在を知り得る場合には、被通報

者が公益通報者に対して解雇その他不利益な取扱いを行うことがな

いよう、被通報者に対して、その旨の注意喚起をする等の措置を講

じ、公益通報者の保護の徹底を図ること等が考えられるとされてい

ます 61。 

 公益通報者が不利益な取扱いを受けていないかを把握する措置とし

ては、例えば、（1）公益通報者に対して能動的に確認する、（2）

不利益な取扱いを受けた際には内部公益通報受付窓口等の担当部署

に連絡するようその旨と当該部署名を公益通報者にあらかじめ伝え

ておく等が考えられるとされています 62。 

b) 範囲外共有等の防止に関する措置（指針第 4・2・（2）） 

 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有（公益通報者を特定させる事項

を必要最小限の範囲を超えて共有する行為）を行うことを防ぐための措

置をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置を

とる。 

 事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要

性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者

 

61 指針解説第 3・Ⅱ・2・（1）・③ 

62 指針解説第 3・Ⅱ・2・（1）・③ 



 

 

の探索（公益通報者を特定しようとする行為）を行うことを防ぐための

措置をとる。 

 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者

及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事

情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。 

 範囲外共有を行うことを防ぐための措置として、例えば、（1）通

報事案に係る記録・資料を閲覧・共有することが可能な者を必要最

小限に限定し、その範囲を明確に確認する、（2）通報事案に係る

記録・資料は施錠管理する、（3）内部公益通報受付窓口を経由し

た内部公益通報の受付方法としては、電話、FAX、電子メール、ウ

ェブサイト等、様々な手段が考えられるが、内部公益通報を受け付

ける際には、専用の電話番号や専用メールアドレスを設ける、勤務

時間外に個室や事業所外で面談する、（4）公益通報に関する記録

の保管方法やアクセス権限等を規程において明確にする、（5）公

益通報者を特定させる事項の秘匿性に関する社内教育を実施する等

が考えられるとされています 63。 

 公益通報に係る情報を電磁的に管理している場合には、公益通報者

を特定させる事項を保持するため、例えば、（1）当該情報を閲覧

することが可能な者を必要最小限に限定する、（2）操作・閲覧履

歴を記録する等の情報セキュリティ上の対策等を講ずるとされてい

ます 64。 

 通報者の探索を行うことを防ぐための措置としては、例えば、通報

者の探索は行ってはならない行為であって懲戒処分その他の措置の

 

63 指針解説第 3・Ⅱ・2・（2）・③ 

64 指針解説第 3・Ⅱ・2・（2）・③ 

 



 

 

対象となることを定め、その旨を教育・周知すること等が考えられ

るとされています 65。 

 

C) 事業者は、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置として、次の

措置をとらなければならない。 

a) 労働者等及び役員並びに退職者に対する教育・周知に関する措置（指針第

4・3・（1）） 

 法及び内部公益通報対応体制について、労働者等及び役員並びに退職者

に対して教育・周知を行う。また、従事者に対しては、公益通報者を特

定させる事項の取扱いについて、特に十分に教育を行う。 

 労働者等及び役員並びに退職者から寄せられる、内部公益通報対応体制

の仕組みや不利益な取扱いに関する質問・相談に対応する。 

 労働者等及び役員並びに退職者に対する教育・周知 

 単に規程の内容を労働者等及び役員に形式的に知らせるだけではな

く、組織の長が主体的かつ継続的に制度の利用を呼び掛ける等の手

段を通じて、公益通報の意義や組織にとっての内部公益通報の重要

性等を労働者等及び役員に十分に認識させることが求められるとさ

れ、例えば、（1）コンプライアンス経営の推進における内部公益

通報制度の意義・重要性、（2）内部公益通報制度を活用した適切

な通報は、リスクの早期発見や企業価値の向上に資する正当な職務

行為であること、（3）内部規程や法の要件を満たす適切な通報を

行った者に対する不利益な取扱いは決して許されないこと、（4）

通報に関する秘密保持を徹底するべきこと、（5）利益追求と企業

 

65 指針解説第 3・Ⅱ・2・（2）・③ 

 



 

 

倫理が衝突した場合には企業倫理を優先するべきこと、（6）これ

らの事項は企業の発展・存亡をも左右し得ることについて呼び掛け

ること等が考えられるとされています 66。 

 内部公益通報対応体制の仕組みについて教育・周知を行う際には、

単に内部公益通報受付窓口の設置先を形式的に知らせるだけではな

く、例えば、（1）内部公益通報受付窓口の担当者は従事者である

こと、（2）職制上のレポーティングライン（いわゆる上司等）に

おいても部下等から内部公益通報を受ける可能性があること、（3）

内部公益通報受付窓口に内部公益通報した場合と従事者ではない職

制上のレポーティングライン（いわゆる上司等）において内部公益

通報をした場合とでは公益通報者を特定させる事項の秘匿について

のルールに差異があること（刑事罰で担保された守秘義務の有無、

従事者以外の者については社内規程において範囲外共有の禁止を徹

底させていること等 67）といった内部公益通報対応体制の仕組み全

体の内容を伝えること等が求められるとされています。また、法に

ついて教育・周知を行う際には、権限を有する行政機関等への公益

通報も法において保護されているという点も含めて、法全体の内容

を伝えることが求められる 68。 

 教育・周知を行う際には、例えば、その内容を労働者等及び役員の

立場・経験年数等に応じて用意する（階層別研修等）、周知のツー

ルに多様な媒体を用いる（イントラネット、社内研修、携行カー

ド・広報物の配布、ポスターの掲示等）、内部公益通報対応体制の

 

66 指針解説第 3・Ⅱ・3・（1）・③ 

67 指針解説 脚注 36 

68 指針解説第 3・Ⅱ・3・（1）・③ 

 



 

 

内容、具体例を用いた通報対象の説明、公益通報者保護の仕組み、

その他内部公益通報受付窓口への相談が想定される質問事項等を

FAQ にまとめ、イントラネットへの掲載やガイドブックの作成を行

うといった実効的な方法等を各事業者の創意工夫により検討し、実

行することが求められるとされています 69。 

 

 従事者に対する教育 

 守秘義務の内容のほか、例えば、通報の受付、調査、是正に必要な

措置等の各局面における実践的なスキルについても教育すること等

が考えられるとされています 70。 

b) 是正措置等の通知に関する措置（指針第 4・3・（2）） 

 書面により内部公益通報を受けた場合において、当該内部公益通報に係

る通報対象事実の中止その他是正に必要な措置をとったときはその旨を、

当該内部公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、適正な業

務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に

支障がない範囲において 71、当該内部公益通報を行った者に対し、速や

かに通知する。 

 通知の態様は一律のものが想定されているものではなく、例えば、

公益通報者個人に通知をする、全社的な再発防止策をとる必要があ

 

69 指針解説第 3・Ⅱ・3・（1）・③ 

70 指針解説第 3・Ⅱ・3・（1）・③ 

71  調査過程において誰が何を証言したか、人事処分の詳細な内容等はプライバシーに関わる場合も

あるため、公益通報者に内部公益通報への対応結果を伝えるべきではない場合も想定されます。指針

解説 脚注 37 参照 

 



 

 

る場合に労働者等及び役員全員に対応状況の概要を定期的に伝える

等、状況に応じた様々な方法が考えられるとされています 72。 

 是正措置等の通知を行わないことがやむを得ない場合としては、例

えば、公益通報者が通知を望まない場合、匿名による通報であるた

め公益通報者への通知が困難である場合等が考えられるとされてい

ます 73。 

c) 記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示に関する

措置（指針第 4・3・（3）） 

 内部公益通報への対応に関する記録を作成し、適切な期間保管する。 

 内部公益通報対応体制の定期的な評価・点検を実施し、必要に応じて内

部公益通報対応体制の改善を行う。 

 内部公益通報受付窓口に寄せられた内部公益通報に関する運用実績 74の

概要を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライ

バシー等の保護に支障がない範囲において労働者等及び役員に開示する。 

 内部公益通報対応体制の定期的な評価・点検の方法として、例えば、

（1）労働者等及び役員に対する内部公益通報対応体制の周知度等

についてのアンケート調査（匿名アンケートを含む）、（2）担当

の従事者間における公益通報対応業務の改善点についての意見交換、

 

72 指針解説第 3・Ⅱ・3・（2）・③ 

73 指針解説 脚注 38 

74  例えば、過去一定期間における通報件数、是正の有無、対応の概要、内部公益通報を 行いやすく

するための活動状況等が考えられるとされています。なお、開示の内容・方法を検討する際には、公

益通報者を特定させる事態が生じないよう十分に留意する必要があります。指針解説第 3・Ⅱ・3・

（3）・③参照 

 



 

 

（3）内部監査及び中立・公正な外部の専門家等による公益通報対

応業務の改善点等（整備・運用の状況・実績、周知・研修の効果、

労働者等及び役員の制度への信頼度、指針に準拠していない事項が

ある場合にはその理由、今後の課題等）の確認等が考えられるとさ

れています 75。 

d) 内部規程の策定及び運用に関する措置（指針第 4・3・（4）） 

 この指針において求められる事項について、内部規程において定め、ま

た、当該規程の定めに従って運用する 76。 

 

消費者庁長官は、内部通報体制の整備義務の施行に関して必要があると認めるときは、

事業者に対し、報告を求め、または指導、助言、勧告をすることができます 77。そして、

報告を求めたにもかかわらず、事業者が報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合には、

20 万円以下の過料に処されます。また、勧告された場合において、事業者が当該勧告に

従わなかったときには、その旨が公表される可能性があります 78ので、留意する必要があ

ります。なお、常時雇用する労働者の数が 300 人以下の事業者については、勧告に違反

した場合の公表措置は課されません。 

 

 

75 指針解説第 3・Ⅱ・3・（3）・③ 

76  内部公益通報の受付から調査・是正措置の実施までを適切に行うため、幹部を責任者とし、幹部

の役割を内部規程等において明文化すること、労働者等及び役員は、例えば、担当部署による調査に

誠実に協力しなければならないこと、調査を妨害する行為はしてはならないこと等を、内部規程に明

記することが望ましいとされています。指針解説第 3・Ⅱ・3・（4）・②参照 

77 改正法第 15 条、第 19 条 

78 改正法第 16 条、第 19 条 

 



 

 

7 業務従事者の守秘義務 79 

改正法では、公益通報対応業務従事者である者又はあった者は、正当な理由なく、その

業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならないと

明記されました。そして、この義務に違反した場合、30 万円以下の罰金(刑事罰)が科せ

られます 80ので、業務従事者に指定された者は十分に留意する必要があります。 

上記のとおり、守秘義務違反には罰金刑が科されますので「正当な理由」がある場合と

はどのような場合なのかが重要かつ切実な関心事といえるところですが、この点について

公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会が令和 3 年 4 月に公表した「公益通報者

保護法に基づく指針等に関する検討会報告書」81には、以下のとおり示されており、参考

になります。 

 「正当な理由」がある場合とは、漏らす行為に違法性がないとして許容される場合

をいい、例えば、公益通報者本人の同意がある場合のほか、法令に基づく場合や、

調査等に必要である範囲の従事者間で情報共有する場合等が想定される。また、ハ

ラスメントが公益通報に該当する場合等において、公益通報者が通報対象事実に関

する被害者と同一人物である等のために、調査等を進める上で、公益通報者の排他

的な特定を避けることが著しく困難であり、当該調査等が法令違反の是正等に当た

ってやむを得ないものである場合には、「正当な理由」が認められるといえる。 

 

第 3 結語 

   改正法は令和 4 年 6 月 1 日に施行されますが、上記で解説したとおり、今般の改正

項目は多岐にわたっており、とりわけ指針及び指針解説で詳細に示された事業者の内部

 

79 改正法第 12 条 

80 改正法第 21 条 

81 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/review_meet

ing_001/assets/review_meeting_001_210421_0001.pdf 脚注 32 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/review_meeting_001/assets/review_meeting_001_210421_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/review_meeting_001/assets/review_meeting_001_210421_0001.pdf


 

 

通報体制整備義務は、前もって準備を進めていかなければならない事項です。事業者が

とるべき措置の具体的な内容は、事業者の規模、組織形態、業態、法令違反行為が発生

する可能性の程度、ステークホルダーの多寡、労働者等及び役員や退職者の内部公益通

報対応体制の活用状況、その時々における社会背景等によって異なりますので、他社の

規程やモデル規程をそのまま用いるのではなく、専門家等とも協議のうえ、自社に適合

する体制がどのようなものであるかを探求し、実効的な体制を整備していくことが必要

となります。また、公益通報制度が実効的な運用となるには、公益通報対応業務従事者

の誠実・公正性と、公益通報制度やコンプライアンス経営についての知識・スキルに依

拠するところが大きいため、その教育や訓練を適切に実施することも不可欠です。なお、

常時雇用する労働者の数が 300 人以下の事業者については、現時点では、内部通報体

制整備義務等は努力義務にとどまるものの、事業の規模にかかわらず不祥事は起こり得

るものであり、事案によっては会社の事業や存続に及ぼす影響が大きいものもあること

から、コンプライアンス遵守を意識した経営を追求していくことが肝要です。 

 

（2022 年３月 29 日公開） 
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ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所では、公益通報者保護法に関するアドバイス、パ

ブリックコメント対応、コンプライアンス対応、規程作成・修正業務、社内調査、研修、当

局・紛争訴訟対応その他関連する法務アドバイスを日常的に提供しています。 

本書において提供する情報は、あくまで一般的な情報として提供されるものであり、具体的

な専門的アドバイスを提供するものではありません。また、本文中の意見にわたる部分は執

筆担当者の個人的な見解にすぎず、事務所としての意見又は opinion を構成するものでもあ

りません。具体的な事案に関するご相談には個別に対応いたしますので、改めて担当弁護士

（渡辺直樹 n-watanabe@se1910.com、丸山悠 y-maruyama@se1910.com）まで、お

問い合わせください。 
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