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≪１．開会≫
○山本座長

それで は、定刻になりましたの で、開始をしたいと思い ます 。本日はお忙しい ところ

お集まりいただきま して 、ありがとうござい ます 。
ただいまから第13回「 公益通報者保護専門 調査 会」を開催いたしま す。
本日は、石井委 員、春 田委員が御欠席との 御連 絡をいただいており ます 。水町委員は間も なく御
到着になるのではな いか と思います。
最初に配付資料の 確認 をさせていただきま す。お配りしております 資料 は、配付資料一 覧のとお
りとなっております 。不 足がございましたら 事務 局までお願いいたし ます 。

≪２.事業者等における通報体制の整備≫
○山本座長

それで は、本日の議題に入りま す。

事務局から、本 日御議 論いただきたい論点 の概

要について、資料１ の説 明をお願いいたしま す。
○友行企画官

それ では 、御説明いたしま す。お 手元の資料１を御覧いた だけますでしょうか 。本

日御議論いただきた い論 点の概要でございま す。
論点の「１．事 業者等 における通報体制の 整備」というところで 、「問 題の所在」でござい ます
が、現行法では 、事業者 や行政機関等におい て、内部の従業員からの 通報 を受け付けて、そ れをも
とに調査・是正措置 を行 うといった体制整備 の規 定が法律上は設けら れて おりません。
３つ目の段落でご ざい ますけれども、行政機 関に おいて、外部の労働者 等か らの通報の受け付け、
それをもとにした調 査・是正措置を行う仕組 みな どにつきましても 、法律 上の規定は明示的に は置
かれていないところ でご ざいます。
お手元の参考資料 ３を御覧いただけますで しょ うか。既にこれまでの専 門 調査会で御覧になって
いただいている図で はご ざいますけれども 、そち らの２ページを御覧くだ さい。まず、左側のグラ
フでございますが 、事業 者におきまして、不正発 見時の経緯として一 番上 に内部通報が挙げら れて
いるところでござい ます 。
右側の図表、グ ラフで ございますけれども 、内 部通報制度を導入し た効 果といたしまして 、一番
上ございますが 、違法行 為への抑止力として 機能 したということや 、その 下の自浄作用による 違法
行為の是正機会の拡充といったことが事業者側からは挙げられているというところが調査報告の
結果として挙げられ てお ります。
飛びまして４ペー ジを御覧いただけますで しょ うか。こちらは行政機関 に おける外部の労働者か
らの公益通報の受理件数が左側の折れ線グラフにございますけれども、足元のところでは年間
4,900件ほどの受理を して おりまして、それを端緒 に3,500件ほどの是正措 置が とられているという
1

データがございます 。
続きまして、５ ページ 、事業者におけま す内部 通報の導入割合でご ざい ますが、従業員の 大きな
と こ ろ で は 、 ほ ぼ 100％ に近 い と こ ろ で 導 入 が 進 んで お り ま す け れ ど も 、 赤い 囲 み で あ り ま す よ う
なところでは、導入 が進 んでいないところも ある といったことがござ いま す。
おめくりいただき まし て、６ページ目 の円グラ フでございますが 、上半 分が行政機関におけ る内
部職員等からの通報 窓口 の設置率でございま すが、右端の市区町村の設 置割 合が低いという形にな
っております。
下半分の円グラフ は、外部通報の受付体制 に関 する窓口の設置率で ござ いますが、こち らにつき
ましても市区町村においての設置割合が低いということが数字として上がってきているところで
ございます。
資料１に戻りまし て、こういった事実を踏 まえ まして、この通 報体制の 整備に係ります論点 でご
ざいます。最初 のアスタ リスクでございます けれ ども、事業者に 内部通報 体制の整備義務を法 律上
課すことの是非とい うこ とと、事業者に整 備義務 を課すとして、ど のよう な内容とするか。１つ目
のポツでございます が、履行すべき義務の内 容と いうことでございま して 、例えば外部に 窓口を設
置するといったこと です とか、そこまで 細かくは 決めず、具体的 なものは 事業者に委ねるべき であ
るといったことが論 点と なろうかと思います 。
２つ目のポツでご ざい ますけれども、義務の履 行を確保するための 措置 といたしまして 、どうい
ったものがあるか 。例え ば、３号通報の特 定事由 に入れるとか、そ ういっ たことが考えられる とい
うことでございます 。
３つ目のポツでご ざい ますが、義務を 課す対象 とする事業者の範囲 でご ざいまして、こ ちらは中
小企業にすべからく 義務 を課すのか、それとも一 定 程度配慮するのかと いっ たところが論点になろ
うかと思われます。
３つ目のアスタリ スク でございますが 、行政機 関における体制整備 義務 。こちらは内部 通報体制
と外部通報の受け付 け体 制の両方でございま すが、そちらについて法律 上規 定を置くかどうかとい
うところでございま す。
次に、「２．通報に関する秘密の保護」でござ います。「問題の所在」でございますが、現行法
では、こちらに つきまし ても秘密の保護につ きま して明示的な規定は 設け られておりません 。一方
で、２号通報につきまし ては、国家公務員、地方 公務員について、それぞ れの国家公務員法、地方
公務員法におきまし て、 守秘義務の規定は既 に置 かれているところで ござ います。
こ ち ら に つ き ま し て も、 先 ほ ど の 参 考 資 料 を 御覧 い た だ け ま す で し ょ うか 。 例 え ば 、 ８ ペ ー ジ 、
通報に関する秘密の 保護 のところでございまして 、左側の円グラ フ、１つ の 調査報告でございます
けれども、勤務先の不正 を 知った場合に匿名で 通報 すると回答した労働 者の 割合が７割程度ござい
まして、なぜ匿 名で通報 するかという理由に つき まして、不利益 な取扱いを受けるおそれがあ ると
いったことですとか、何 と なく不安があるとい った ことを挙げている労 働者 がいるというようなデ
ータもございます。
９ページに参りま すと、勤務先の不正を知っ た場 合に通報・相談しない とい った労働者の割合が、
左側の円グラフで見 ます と半数程度いるとい うこ とでございまして 、こち らにつきましても 、右側
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の棒ブラフを見ます と、通報したことが知ら れた 場合、不利益取扱いを受 けるおそれがあると いう
ことなどが、そうい った 理由に挙げられてお りま す。
10ページを御覧い ただ きますと、実際に通報の秘 密の保護が守られな かっ た事案ということでご
ざいます。最初の 四角で ございますけれども 、労 働者が、勤務先が 設置す る通報窓口に通報し たと
ころ、その氏名 を勤務先 に伝えてしまって自 宅待 機命令を受けた事案 です とか、３つ目の 四角囲い
でございますが 、こちら は行政機関でござい ます けれども、大学 の教員が 行政機関に通報した とこ
ろ、それを通報 者が所属 する大学病院側に伝 えて しまい、不利益取扱いを 受けたというような 事案
が実際に挙がってき てい るところでございま す。
こういった事実を 受け まして、資料１ にお戻り いただきますと 、秘密の 保護につきます具体 的な
論点でございますが 、一 番下、守秘義務を 課すこ との是非というとこ ろで ございまして、こ れは１
号通報先、２号通 報先、３号通報先それぞれ にご ざいます。２号通 報先に つきましては、先 ほども
申しましたように 、既に 国家公務員法上等で 規定 がかかっているとこ ろで ございます。３ 号通報先
につきましては、主 体が 多種多様であるとい うこ とが一つ論点になろ うか と思います。
おめくりいただき まし て、仮に守秘義務を課す と してどのような内容 とす るかというところでご
ざいますが、さら に細か い論点といたしまし て、１つ目のポツにつき まし ては、刑事罰を設 けるこ
とについてというこ とで ございます。
２つ目のポツにつ きま しては、守秘義 務の対象 とする情報の範囲と いう ことでございまして 、例
えば通報者が特定さ れる 情報をどうするかと いっ たような論点がある かと 思われます。
３つ目につきまし ては 、守秘義務を負 う者の範 囲でございまして 、これ は例えば通報窓口担 当者
とするのか、それと も事 業者なのかといった こと です。
４つ目のところで、解 除される例外という とこ ろでございます。これは 通報がございますと 、事
業者などにおきまし ては 調査を行うと。そういっ た 場合にすべからく通 報者 の同意を得ることにす
るのか、それとも一 定程 度の例外規定を置く のか といった論点でござ いま す。
最後のところは 、保護 が及ぶ通報者の範囲 とい うことでございます が、これは不利益取扱いから
保護される通報者の 範囲 に含まれない者から の通 報であっても、守秘義務 の 対象とするかどうかと
いったところでござ いま す。
事務局からは以上 でご ざいます。
○山本座長

ただい まの 説明につきまして、 御質 問等はございますで しょ うか。

よろしければ、次 に進 みたいと思います。
本日は、事業 者等にお ける通報体制の整備 、通 報に関する秘密の保 護に つきまして検討を行 って
いただきます。
最初に、事業 者等にお ける通報体制の整備 の論 点につきまして 、消費者 庁から資料２の説明 をお
願いいたします。
○太田消費者庁消費 者制 度課企画官

消費者 庁で ございます。

それでは、資料 ２に基 づきまして、事業 者等に おける通報体制の整 備の 論点につきまして 、御説
明を申し上げます。資料の 構成は前回までと同 様で ございまして、前半の第１として「問題の所在」
とございますけれど も、現行の制度がどうな って いるのかということ です とか、どういっ た課題が
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あるのかといったこ とに ついてまとめてござ いま す。
第２はこれまでの 議論 の整理ということで 、資 料２ですと５ページ 以降 となりますけれども 、こ
ちらにおきましては 、こ れまで検討を通じていた だいた主な御意見な どに つきまして、論 点ごとに
お示ししているとい う構 成にしてございます 。
それでは、１ペー ジ目 にお戻りいただきま して 、中身について御説 明を させていただきます 。
「第１

問題の所 在」の「１．関連する現行法 の規定等」でござい ます けれども、先ほど委 員会

事務局から御説明が ござ いましたように 、現行の 公益通報者保護法に おき ましては、内部 通報体制
の整備を義務づける ため の規定でありますと か、行 政機関が外部の労働 者等 からの通報を受け付け
る体制、以後「 外部通報 受付体制」と呼ん でいき ますけれども、こ ういっ た体制の整備を義務 づけ
るための規定は置い てい ないということでご ざい ます。このため、こうい っ た体制を設けるかどう
か、設けたとして 、その 内容をどのようなも のに するかといったこと につ きましては、各事 業者や
行政機関の任意の判 断に 委ねられているとい うの が現状でございます 。
「２．立法時 における 考え方」でござい ますが 、本法の制定の際 に国会 で附帯決議がなされ てお
りまして、通報 受付体制 の整備を図ることに つき まして、政府に おいて適 切な措置を講じるこ とが
求められているとこ ろで ございます。
２ページ目を御覧くだ さい。こういった 附帯決 議を受けまして、政府と いたしまして、民 間事業
者向け、行政機関向け のガ イドラインを策定い たし まして、通報体制の整 備の 必要性を示した上で、
具体的な通報体制の あり 方について指針を定 めて きたということでご ざい ます。
その下の参考のと ころ に、通報体制整 備の有用 性ということで 、先ほど委員会事務局から若 干デ
ータの御紹介なども ござ いましたけれども 、内部 通報体制の整備につ いて は、リスク情報を早期に
把握し、不正の未然 防止 ・早期是正などにつ なげ ていく上で非常に有 効な 仕組みであると。
さらに、３番目 の●で ございますが、処 分等の 権限を有する行政機 関に とっては、そうい った通
報を端緒情報として 法執 行を行うという意味 で、非 常に重要な意義があ るの だということを書いて
ございます。
その下の「３ ．立法後 に明らかになった課 題」でございますが 、（１ ）といたしまして 、通報体
制を整備していない 事業 者等がまだ多数存在 する ということでござい ます。民間事業者の内部通報
体制の整備・運 用につき ましては、民間 事業者向 けのガイドラインに おき まして指針を示して いる
わけでございますけ れど も、あくまでも 任意のも のということでござ いま して、そういっ た体制の
導入を行っていない 事業 者が、特に中小企業 を中 心に非常に多いとい うこ とでございます。
さらに、行政 機関向け にもガイドラインを お示 ししているわけでご ざい ますけれども、国ですと
か都道府県のレベル では 、それなりに体 制整備が 進んでいるわけでご ざい ますが、組織規 模の小さ
な市区町村というこ とに なりますと、窓 口の整備 率が内部、外部 ともに低 い水準にあるという こと
でございます。
こういった中で 、（２ ）でございますけ れども 、曲がりなりにも 内部通 報体制を整備してい たと
しても、それが 適切に機 能しなかった事例も 起こ ってしまっていると いう ことでございます 。近時
の企業不祥事におき まし ても、内部通報 体制が存 在したけれども 、従業員 からの信頼性が低い であ
りますとか、適 切な是正 措置がなされなかっ たと いうことで、外 部に通報 されてしまうといっ た事
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例が散見されるとこ ろで ございます。
（ ３ ） と い た し ま し て、 体 制 の 不 整 備 や 機 能 不全 に よ る 弊 害 と い う こ とで ご ざ い ま す け れ ど も 、
内部通報体制が適切 に機 能しないことにより まし て、事業者が行政処分を 受 けるといったことです
とか、不祥事が 広く報道 されることになって 企業 価値が大きく毀損す る、さらには倒産に至っ てし
まうといった事例も 散見 されるところでござ いま す。
さらに、その下 の●で ございますけれども 、消 費者庁の調査結果な どに よりますと、こう いった
内部通報体制が整備 され ず、あるいは機 能不全に 陥っている場合に 、従業 員の方々といたしま して
は、行政機関ですとかマ ス コミなどの外部へ通 報す ることを選択すると いっ た調査結果も存在して
いるということでご ざい ます。
（４）とい たしまして 、消費者庁が運営して おり ます相談ダイヤルの 相談 例を御紹介しておりま
す。不正行為を発 見した けれども、事業者 内に通 報対応窓口がない 、ある いはそういった窓口 に対
して不信感があると いっ たことで、外部への通報 を 検討しているのだと いう ような御相談も頂戴し
ているところでござ いま すし、さらに 、４ページ 目でございますが 、内部 での是正を試みたけ れど
も、不適切な対 応しかな されないということ で、外部通報に至ったと いう 御相談もいただいて いる
ところでございます 。
（５）でご ざいますけ れども、消費者庁 として 通報経験者等へのヒ アリ ングなどを行ってお りま
すが、通報する側 からは 、相談ダイヤルと 同様に 、内部への通報に は不安 があるといった御相 談な
どをいただいている とこ ろであります。他 方、通 報を受け付ける事業 者側 からも、内部通報 体制を
設けるメリットとい うこ とで、内部監査 などでは 見つけられないとこ ろま で目が届く、不 正に対す
る牽制の効果がある とい った御指摘をいただ いて いるところでござい ます 。他方、小規模事業者か
らのヒアリング結果 とい たしましては、通報窓口 を 設置する必要性が余 り感 じられないといった御
意見もいただいてい ると ころでございます。
こういったことを 受け まして、「４．ガイドラ インによる措置」とござ いますけれども、ガイド
ラインの改正など運 用面 で対応できるところ につ きましては、これまでも 措 置を講じてきていると
いうことでございま して、民間事業者向けガイ ドラ イン及び国の行政機 関向 けガイドラインの改 正、
さらに地方公共団体 向け ガイドラインの策定 など を行ってまいりまし て、そ ういった通報体制整備
の必要性を示した上 で、その整備・運用 を強化す るための方策を拡充 して きているところでご ざい
ます。
他方、ガイド ラインと いうのはあくまでも 任意 の指針、あるい は申し合 わせということでご ざい
まして、その効果に は一 定の制約があるとい うと ころでございます。
５ページ目でござ いま すが、第２といたしまし て、これまでの 主な議論 について整理をして ござ
います。
まず、「１ ．内部通報 体制の整備義務を法 律上 規定することについ ての 是非」についての 論点で
ご ざ い ま す 。 そ う い っ た規 定 を 設 け る こ と に 積 極的 な お 立 場 か ら は 、 内 部通 報 体 制 が 機 能 せ ず に 、
事業者内部に通報し ても 犯罪行為等の是正が でき ない場合は、国民 の生命 、身体、財産 といった重
大な利益が侵害され るお それがあるわけでご ざい ますので、そういった制 度 の重要な事項につきま
しては、法制度上の手当 て が必要なのではない かと いうような意見をい ただ いているところでござ
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います。
さらに、２つ目 の●に ございますように 、こう いった体制の整備は 、企 業価値の向上であり ます
とか事業者の持続的 発展にも資するというこ とで、事業者にとっても非 常に メリットが大きいこと
であるといった御意 見も 頂戴しているところ でご ざいます。
他方、その下 の慎重な 立場からの御意見と いう ことでございますけ れど も、民間事業者 向けガイ
ドラインを策定して おり ますので、まずその普及 促 進を図ることを優先 すべ きではないかといった
御意見でございます 。
その下に参考とご ざい ますけれども、消費者庁 が事業者に対して行 った 調査におきましては 、内
部通報体制を導入し てい ない理由といたしま して、法律上の義務とされ てい ないという回答が２番
目に多くなっている とい うことでございまし て、法律上の義務となれ ば、取組みを促進する効 果が
期待できるというこ とで ございます。
さらに、その 下の●で ございますが、事業者に 一定の体制整備等を 義務 づけている法律の例 とい
たしまして、男女雇用機会 均等法、育児介護休業法、景品表示法などの例 をお 示ししてございます 。
７ページ目でござ いま すが、これは上 場企業と いうことになってま いり ますけれども、東京証券
取引所が策定いたし まし た「コーポレート ガバナ ンス・コード」、あるい はその下の●にござ いま
すように、日本 取引所自 主規制法人が策定い たし ました「上場会 社におけ る不祥事予防のプリ ンシ
プル」といったものの中 でも、内部通報に関する体制整備を行うべき だと いったような指針が 示さ
れているということ でご ざいまして、少 なくとも 上場企業につきまし ては 、こういった要 請にも応
えていく必要がある ので はないかと考えられ ると ころです。
その下の２．で ござい ますけれども、仮 にそう いった体制整備義務 を導 入したとして、そ の内容
をどのようなものにする のかという論点でご ざい ます。これまでにいただ い た主な御意見といたし
まして、公益通 報者保護 法に盛り込まれてお りま す事業者自身が採る べき 行動として、通 報を理由
とする不利益取扱い の禁 止等、幾つか義 務が課さ れておりますので 、そう いったものについて 実効
性を高めることができるような体制を整備することを法文上明確化すべきだといったものがござ
います。
他方、３つ目の●でご ざいますけれども 、事業 者における内部通報 体制 のあり方というのは、事
業者によってさまざ まで あるということでご ざい まして、具体的 な制度の 内容・運用方法 等につき
ましては、各事業者に委 ねるべきだといった 御意 見もございます。
その下の参考でご ざい ますが、消費者 庁におけ る検討会の報告書に おき ましては、履行 すべき義
務の内容といたしま して 、窓口の設置であ ります とか規程類の整備 、制度・関係法令の周知、担当
者の配置なども挙げ られ ているところでござ いま す。
８ページ目でござ いま すが、義務の内 容として、一定事項の周知や責 任者 の配置を求めている制
度の例を、参考とし てお 示ししております。
さらに、その下 の●で ございますが、履 行すべ き措置の内容につい て、法律とは別途、具 体的な
指針を定めている例 とい たしまして、男 女雇用機 会均等法であります とか 育児介護休業法 、景品表
示法などがあるとい うこ とでございます 。そのう ち均等法と育介法に つき ましては、事業 者の規模
にかかわらず、各種ハラ ス メントに関する相談 窓口 を整備するなどの義 務を 課しているということ
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になっております。
９ページでござい ます けれども、他方 、景品表 示法の指針におきま しては、小規模企業者 であり
ますとかその他の中 小企 業者につきましては 、そ の規模や業態等に応 じて 、不当表示等を 未然に防
止するための措置を 講じ ていれば、必ずしも大企業 と同等の措置が求め られ るわけではない旨を明
らかにしているとこ ろで す。
３．でございま すが、制度整備義務の履行 を確 保するための措置に つい てでございます。この点
につきまして、今 までい ただいた御意見とい たし ましては、整備義 務を果 たしていない場合に 、２
号通報、３号通 報のリス クがあるという形に する ことも考えられると。体 制整備が行われてい ない
場合には、外部 通報をしても保護の対象とな ると いう形で、義務 の履行を 促していくことも考 えら
れるのではないかと いう ことでございます。
他方、その下の 参考に ございますように 、義務 の履行を確保するた めの 措置として、勧告・公表
等の行政措置を規定 して いる例もあるという こと でございまして、こうい っ たものも参考に御議論
いただければと思い ます 。
「４．義務の対象とな る事業者の範囲につ いて」でございます。端的に 申し上げれば、中小企業
をどのように取り扱 うか という論点でござい ます が、何らかの限定を置く べ きだというお立場から
は、制度整備を 義務とす るのは中小・零 細企業に とっては負担が重い ので はないかという御意 見が
ございます。さら に、一 律に制度整備を義務 づけ たとしても、それ が形骸 化してしまうといっ た御
指摘もいただいてい ると ころでございます。
他方、企業規 模による 限定をする必要はな いの ではないかという御 意見 といたしましては 、中小
企業は事業者の大多 数を 占めているというこ とで ございまして、この制度 の 実効性を向上するとい
う 観 点 か ら は 、 中 小 企 業に も 何 ら か の 体 制 整 備 の導 入 が 必 要 で は な い か とい っ た こ と 。 そ れ か ら 、
均等法ですとか育介 法で は、ハラスメントに関す る 相談対応の義務化が なさ れている状況でござい
まして、中小企業も含め て そういった体制整備 をし なくてはならないと いう 内容になっております
ので、こういった ものと あわせて処理をする こと もできる。そうい った意 味で、それほど負 担では
ないのではないかと いっ た御指摘もいただい てい るところでございま す。
10ページの参考の とこ ろに、体制整備 義務の対 象を限定していない 類例 として、均等法 や育介法
の例でありますとか、景 品表示法の例などに つい てお示ししておりま す。
他方、３つ目の●で ござ いますけれども、事業 者の 規模などを限定して いる類例といたしまして、
大会社のみが義務と され ている会社法の例で すと か、有価証券報告書の提 出 義務がある金商法の例
などをお示しさせて いた だいております。
11ページでござい ます 。「５．行政機関におけ る通報体制整備義務」に ついても、あわせて御議
論いただきたいとい うこ とでございます。
まず（１）内 部通報体 制整備義務でござい ます けれども、こちら につき まして、全ての市 区町村
で通報窓口を設置すべきではないかというような意見もこれまでいただいているところでござい
ます。
参考のところに 、最近 改正されました地方 自治 法の例をお示しして おり ますけれども、地方自治
法第150条におきまし ては 、都道府県及び指定都 市と いうことで、人口50万 人以 上の市に、内部統制
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に関する方針の策定です とか必要な体制整備 を義 務づけているところでご ざいます。その他の市町
村については努力義 務と いうことでございま して、こういったものも参 考に しつつ御議論いただく
ことが考えられるの では ないかということで ござ います。
12ペ ー ジ に ま い り ま して 、 （ ２ ） 外 部 通 報 受 付体 制 義 務 を 導 入 す る こ とに つ い て で ご ざ い ま す 。
先般、外部通報 の要件の あり方について御議 論い ただきました際に 、２号 通報の要件を緩和し たと
きに、通報の受け皿とな る 行政機関の体制整備 をし っかりしないといろ いろ 問題があるのではない
かというような御指 摘を いただいております。特 に 行政機関における守 秘義 務を実効的に担保して
いくことが重要だと いう 御指摘をいただいた とこ ろでございまして、こう い った観点から義務を課
していくことも考え られ るということでござ いま す。
13ページに参考と いた しまして、市区町村が通 報 先となっている対象 法律 ということで幾つか例
をお示しさせていた だい ておりますけれども、住 民 生活に身近な法律を 中心 にこういったものは多
数存在しているとい うこ とでございまして 、こう いった法令に違反す る行 為について、通 報があっ
た 場 合 に 適 切 に 対 応 す るた め の 何 ら か の 体 制 整 備が 必 要 な の で は な い か とい う こ と で ご ざ い ま す。
さらに、外部か らの通 報・相談等の受付 体制の 整備について規定を置い ている例として、各種虐
待防止関係の法令、それ か ら消費者安全法にお きま しての消費生活セン ター や消費生活相談窓口の
設置を義務づけてい る例 などがあるというこ とで ございます。
消費者庁からの説 明は 以上でございます。
○山本座長

ありが とう ございました。

本日、最初の論 点は、事業者や行政機関に おけ る内部通報体制と 、行政 機関における外部通 報受
付体制の整備義務を 法律 上規定することにつ いて の是非と、規定する場合 に どのような内容とする
かという点です。
その中で、最初 に、事 業者に内部通報体制 の整 備義務を法律上課す こと の必要性があるか 、ある
とした場合に、ど のよう な内容とするかとい う点 について、御議論 をいた だきます。どのよ うな内
容 と す る か と い う 点 に つき ま し て は 、 履 行 す べ き義 務 の 内 容 、 義 務 の 履 行を 確 保 す る た め の 措 置 、
対象とする事業者の 範囲 などの論点がござい ます ので、それぞれにつきま し て御意見のある方は御
発言をお願いしたい と思 います。
これにつきまして は、前回の専門調査会で 、外 部通報の保護要件の 緩和 というところで、内部通
報制度が整備されて いな い場合を加える可能 性に ついて議論がござい まし た。２号通報 、３号通報
について議論があっ たと ころでございますが、そ こ にもこれは関連する 論点 ということになりま す。
先ほどの資料２の中 にも その旨が、例えば９ ペー ジの主な意見のとこ ろ等 々に出ております。
今 か ら 議 論 す る 論 点 は、 資 料 １ で 申 し ま す と 、１ ． の 最 初 の ２ つ の 項 目と い う こ と に な り ま す 。
この事業者に関する 部分 です。
それから、資料 ２で申 しますと、５ペー ジの第 ２の１．からの部 分とな ります。ここから10ペー
ジまでが事業者にか かわ る部分ですので、こ こま でということになり ます 。
今日は春田委員が 御欠 席なのですけれども、こ の 論点につきまして提 出資 料があるということで
すので、事務局のほ うか ら説明をお願いいた しま す。
○友行企画官

御欠 席の 春田委員にかわりま して 、御説明いたし ます。資 料 ４を御覧いただけます
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でしょうか。春 田委員か ら意見書という形で 御提 出いただいておりま して 、まず１つ目の ところを
先に御説明いたしま す。
「１．事業者等に おけ る通報体制の整備に つい て」というところで ござ います。
民間事業者につき まし ては、規模などに 応じて 、自主的な取組みを支援・促進していくこ とが必
要であるということ が１ つ。
２つ目の○のとこ ろを 見ますと、自主 的な取組 みを促進させるため 、イ ンセンティブの導入 を検
討していくことが有 用で あるということでご ざい ます。例えば 、公共調達 な どにおける評価の加点
要素に盛り込むこと も有 用であるということ でご ざいます。
その下の行政機関 のと ころでございますが 、公 益通報者制度の実効 性は 、本来、企業 の自律的な
取組みにより確保し てい くことが望ましいが 、そ れを補完するものと して 、中立的な第三 者である
行政機関がとるべき 措置 の具体化、充実化を 図る ことは重要であると いう ことでございます。
その下の○でござ いま すが、全ての都 道府県に 設置することが必要 であ る。市区町村の 通報窓口
の設置については 、消費 者庁及び都道府県に よる 支援が必要であり 、設置 件数の目標などの設 定に
ついては、市区町 村の対 応能力にばらつきが ある ことなどを踏まえ 、慎重 に検討すべきである 。ま
た、通報対応を 行う市区 町村等の行政職員が 相談 できる窓口を都道府 県に 設けることを含め 、都道
府県が中心となり、 支援 することが重要であ ると いうことでございま す。
一番下の○でござ いま すが、通報処理を公正に 行 える既存の行政機関 や第 三者機関の設置を検討
していくべきである 。そ の場合には、通 報者の秘 密保持などの利益を 損な わないような仕組み を慎
重に検討していくべ きで るというところでご ざい ます。
春田委員から、通 報体 制の整備につきまし ては 、以上のような意見 書を いただいております 。
○山本座長

そ れ で は 、御 意 見 の あ る 方 は 御 発 言を お 願 い し た い と 思 い ます 。 い か が で し ょ う か。

それでは、浦郷委 員、 お願いします。
○浦郷委員

まず 、通報 体制の整備につきま して は、ガイドライン で示さ れていますが、そ れでは

不十分だと思ってお りま す。内部通報体 制を整備 することは、コ ンプライ アンス経営の推進に は不
可欠でありまして、それ は 企業価値の向上とと もに 社会全体の利益を図 る上 で重要な意義を有して
いると思っておりま す。また、公益通報者 保護制 度に対する企業の意 識改 革のためにも、通 報体制
整備の義務を課す必 要が あると思っておりま す。
ただ、義務化し て通報 体制が整備されたと しま しても、この間 、それが 適切に機能していな かっ
たり自社の内部通報体制への不信や不適切な対応により外部通報に至った事例もこのところ出て
き て お り ま す 。 形 だ け でな く 、 き ち ん と 機 能 す る中 身 に な る よ う な 法 文 化を す べ き だ と 思 い ま す。
中身がきちんと機 能す る内部通報体制にす るた めには、いろいろな方法 は あるかと思うのですけ
れども、例えば 、通報窓 口で受けた内容を 、どこ の企業さんもきちん とそ れは資料として内容 を残
していると思いますが、そのまとめ方を示し てお いて、それを報 告したり 提出したりすること まで
はないと思いますけ れど も、それをきち んと備え 置くということを義 務化 して、何かあっ たときに
はきちんと書類が出 せる ように。最近 、書類がな い とかそういう問題が いろ いろ出てきていますの
で、そこら辺を きちんと するようなことも一 つの 方法かと思いますし 、内 部通報体制を充実さ せる
ためには、土曜 日の新聞 で認証制度という報 道が 出てきましたけれど も、それも一つだと思っ てお
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ります。
また、２号通報 、３号 通報を使いやすいも のに 整備する。それが 、そち らのほうに通報が流 れな
いようにという内部 通報 体制を整備すること につ ながると思いますの で、こ れは前回のところで議
論しましたけれども 、そ れも肝心だと思いま す。
対象とする事業者 の範 囲にかかわるところ なの ですけれども、現状、大 企 業はほぼ制度を導入さ
れておりますが、中小企 業の導入はまだ半分 以下 というところで、導入し ていない理由として 、法
律上の義務でないか らと いう理由が出てきて おり ます。それもある ことで 、私は、原則 全事業者に
課すべきと思ってお りま す。
しかし、やはり 従業員50人以下の小規模の企 業で は、本当に全員が 顔見知 りであったりとか 、た
とえ制度が導入され ても 形だけで、ほぼ 利用され ないという可能性も ある と思いますので 、そこは
実態に合わせて 、大企業 と中小企業とは区別 して 考えて、中小企 業につい ては努力義務とする こと
を考えてもよいので はな いかということも思 って おります。
中小企業での体制 整備 にも工夫の仕方とい うの はいろいろあると思 いま す。外部にそういう窓口
を設ける。例えば 弁護士 事務所とかと連携し て、また、そういう専 門の外 部企業と連携して中 小企
業向けの窓口を設置 する という方法もあると 思い ますし、資金的に難しい と いうところもあると思
いますので、やは りそこ は国がきちんと支援 して いくべき。例えば ですけ れども、今、休 眠預金の
活用が出ていますが、それ を活用するのも検討 に値 するのではないかと 考え ております。それから、
内部通報制度が整わない事業者のために２号通報の窓口への通報のしやすさを確保することも大
事だと思っておりま す。
また、履行すべ き義務 の内容のところです けれ ども、検討会によ る報告 書で窓口設置とか 、取扱
い禁止、秘密保持 の内容 等の規定整備とかい ろい ろ出ていますけれども、そこに１つ、担当 者の教
育というところもつ け加 えていただきたいと 思い ます。担当者に ついては 、十分に教育されている
ことが重要で、通報に関 して秘密が漏れるよ うな ことがあったときは 、担 当者個人の責任もあ るか
とは思いますけれど も、それよりもやはりど んな 教育がされていたの か、企業の責任が問われ ると
ころかと思いますの で、 ここは入れていただ きた いと思います。
義務の履行を確保 する ための措置というと ころ では、やはり確 保するた めには勧告・公 表などの
行政措置は入れるべ きで あるかな。また 、段階を 踏 んで行政処分もあり 得る のではないかと思って
おります。
対象とする事業者 の範 囲のところは、先 ほども 申し上げましたけれ ども 、原則は全事業者 。しか
し 、 中 小 企 業 へ の 一 定 の配 慮 は 必 要 と い う と こ ろで 、 そ の 配 慮 の 仕 方 は 努力 義 務 規 定 で あ っ た り 、
経過措置の期間を置 いて 何年後かに見直しと いう ような、段階的に進める と いうこともあるかと思
っております。
以上です。
○山本座長

ありが とう ございました。

多岐にわたって御 指摘 をいただきましたけ れど も、そのほかにござ いま すでしょうか。
それでは、林委員 、お 願いします。
○林委員

今、浦郷委員 がおっしゃった内容 とほ ぼ一緒なのですけれ ども 、既に99.2％の 大企業が
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内部通報制度を導入 して いるという現状から して 、導入をしても 、大企業 に 関しては問題ないので
はないかと思ってお りま す。
一方、中小企業に関 して は、人数の少ないとこ ろほ ど、50人から100人でも 40.2％と非常に少ない
割合でしかないとい う現 状があるのですけれ ども 、導入しない理 由という のは、先ほどお っしゃっ
ていた、法律上の義務 では ないというところが 大き いと思うのです。やは り法 律上の義務にすれば、
内部通報制度を導入 せざ るを得ないというの があ りますので、上からの制 度 の導入の仕方というの
もどうかとは思いま すけ れども、この点 に関して は、法制度とし て導入す るという方向性を持 って
いったほうが、企業のコ ンプライアンスにと って もいいのではないか とい う観点からは、法的義務
にすべきではないか と思 います。
ただ、法的義務 にする としても、中小企 業です ので、内部に窓口 を設置 するのはなかなか難 しい
と思いますので、業界団 体 とかで外部に相談で きる部門をつくるという こと を提案したいと思うの
です。同じ業界団 体で一 つの外部の通報窓口 を設 置する。例えば法 律事務 所であるとか、い ろいろ
あると思うのですけ れど も、守秘義務を負ってい る 人たちが相談に乗っ てく れるような場所を設定
して、通報しやすい 制度 にしていくというの が一 つ考えられると思い ます 。
前回の２号通報 、３号 通報のときにも話が 出た と思うのですけれど も、内部通報制度を取り 入れ
ていないということを特定事由として考えるというのも一つのやり方ではないかと考えておりま
す。
今のところ、以上 です 。
○山本座長

そのほ かに ございますでしょう か。

それでは、中村委 員、 お願いします。
○中村委員

ありが とう ございます。

今の論点について なの ですけれども、ま ず、皆さんの御指摘のとお り、大企業においてはほ とん
ど導入されている一 方で 、中小企業につ いてはそ れが進んでいないという ことです。それ につきま
して、法令の義 務がない からというふうに言 われ ているということな ので すけれども、そ れは最終
的に法令の義務では ない からやっていないと いう ことであって、その前提 として、必要性 に関する
考え方とか、実 際問題と して従業員が少ない 企業 において、例え ば同じフ ロアで電話を受けて も見
えてしまうとか 、あるい は声を聞いたら誰だ かわ かってしまうとか 、現実 的に機能しないよう な問
題があろうかと思い ます 。
そうなってきたと きに 、大企業におい ては進ん でいるわけですので 、や はりこの問題は中小 企業
に義務化をすべきか とい う観点を中心に考え るべ きなのかと思いまし て、そ ういう意味からする と、
形式的な形で導入す るこ とに関しては慎重に すべ きなのではないかと 思う ところであります。
御議論の中で、外部に 窓 口を設けたらいいの では ないかという意見が 先ほ どの御発言の中にもご
ざいましたし、資 料の中 にもございましたけ れど も、外部を小さい 企業で 設けたら機能するか。あ
るいは、例えば特 に業界 団体というお話があ った のですけれども、企業人 の感覚からすると 、業界
団体というのは競争 相手 を含む団体でござい まし て、そういったところに 対 して通報するというの
は、ほとんど外部 という か、外に言うこと と同じ ような感覚もあり 、また 、外部に通報した として
も、お話を聞く 機関とし てはあり得ると思う ので すが、そこでは 実際にそ の企業の中で日常的 活動
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として何が行われて いる かというのは全くわ から ないわけなので、結果的 に はその企業の中に戻し
て調査をしてもらわ なけ ればいけないという こと が発生するわけでご ざい ます。そのことによって 、
結果として少人数の事業者において通報しやすさが進むかどうかというところについても慎重に
考えたほうがいいの では ないかと思います。
さらに、大企業 に例え ば強制するというよ うな 話になったときに 、ここ での議論の中では 、その
中身の部分について も、設置はしているけれ ども 不十分だ、機能 不全だと いうような御議論も ある
わけなのですが、これはその中で今のガイド ライ ンですとか、いろ いろな 評価制度であるとか 、そ
ういうことが検討さ れて いるわけでございま すけ れども、あるべ き姿とい うのは、それこ そ今の企
業の従業員の数であ ると か、事業所のあ り方であ るとか、いろい ろあると 事業者側では考えて おり
ます。
例えばですけれど も、私どもで申し上げる と、通報を活性化させる 、通 報をしやすくすると いう
観点で、どんな ことでも 疑問に思ったことは 受け 付けますよ、匿 名も受け 付けますというよう な形
でやらせていただい てお りますし、今は 外部の窓 口を設けてやってお りま すが、それはグ ループで
まとめてやるという よう な趣旨も含めてそう いう 形でなっていて 、当初と いうことで言うと 、20年
近く前になりますけ れど も、社内のほうがいろい ろ な現場の事情がわか って お話をお聞きすること
ができるので、社内 のほ うがいいだろうとい う判 断で社内で開始をい たし ました。
そのように、そ のとき の状況であったり 、外部 環境であったり、従業員 の数であったり、いろい
ろな状況によってあ るべ き通報窓口の形とい うの は、その会社さ んなりに いろいろ考えて 、真剣に
考えてやっている会 社さ んはたくさんあるわ けで す。それに対し て、こう で なければいけないとい
う決めつけのような 形で、そうでなければ適切 では ないと言われるのは 非常 に心外な思いがござい
ます。
そういったことで 、こ ういう形でなければ なら ないというようなこ とで、それをやって いないと
義務違反だというよ うな 建付けというのは、 慎重 に議論していただき たい と思います。
以上でございます 。
○山本座長

ありが とう ございます。

そのほかにいかが でし ょうか。
それでは、後藤委 員、 お願いします。
○後藤委員

前回も 申し 上げたかもしれませ んけ れども、日本の全体の企 業 数は382万社あります。

そのうち大企業とい うの は1.1万社、99.7％が中小 企業なのですね 。しかも 、今、従業員が50人以上
の話をされていまし たけ れども、前も申し 上げた とおり、小規模企 業とい う概念があって、それは
従業員が製造業その 他は20人以下、商業・サービ ス 業は5人以下で、その小 規 模企業は全体で見ると
85％を占めているわ けな のです。そうい った企業 群に対して、内 部通報制 度を整備するという こと
は、理屈上ではよ くわか っているのですが 、実際 の問題として、そ れを設 けさせて機能するの かど
うか。それから、そ の制 度を維持するための 負荷 というのは結構かか ってきます。
このあたりをどの よう に判断するのか。そこが 一番重要な話かなと 思っ ていまして、今 、いきな
り投網のように全企 業に内部通報制度を強制 的に 措置するというのは 、な かなか厳しい。趣旨とし
ても十分理解できる とこ ろでありますけれど も、中小企業、特に小規模企 業については努力義 務が
12

限界ではないかと我 々と しては考えています 。
先ほど中村委員か らも お話がありましたけ れど も、業界団体と か、いろ い ろな指導団体というも
のは現実に中小に対 して 存在している。で すが、それぞれの組合とか 指導 団体というのは、利害関
係というよりは、人的な 面で非常に少ない 。こう いった少ない人員の 中で 通報制度に対応でき るか
というと、これは 現実の 問題としてはほとん ど無 理だと思います。特に、小さな業界団体の組 合に
いたっては、常時居る従 業員、専従の職員 が全く居ない場合も相当数 ある訳でして、こうい ったと
ころにいろいろな相 談を 持ち込むということ 自体 、なかなか難しいと思い ます。
結局、そうい う組合は どうなっているかと いう と、事業者の中 から選ば れた役員の方たちが 組織
の運営をやっている とい うことになりますの で、先ほど中村委員が言 われ たように、同じ 事業を営
んでいる方に通報の 内容 を言うということに なり ますので、これは現実と し てはかなり難しいとい
うことになろうかと 思い ます。
我々の団体でも 、御承 知のように私どもの 商工 会という組織と商工 会議 所という組織、この２つ
の法律に基づく団体 で日 本全体をフルカバー して いるのですけれども、や は りこれも職員数が非常
に少ない。財政 が厳しい ということもあって 、内 部通報の対応窓口を 設け たとしても実質機能 でき
るかどうかという不 安も ある。
そうすると、先 ほど春 田委員がペーパーで 出し ていただいたような 形で 、２号通報ですね 。行政
サイドにある程度小 規模 の部分は役割を担っ てい ただくほうが、かなり現 実 的な対応だと思いま す。
その場合であっても 、や はり行政サイドでか なり体制のばらつきがありま す。そのばらつ きを是正
するというのは、都道府 県自体でもできるの かど うか。通報制度と いうこ とになりますと、同一地
域の中で相談窓口が 設け られていない場合、従業 員の方にしても 、県庁所 在地まで行っていろ いろ
相 談 す る の か と い う と 、な か な か そ こ ま で や る のは 厳 し い の で は な い か と思 い ま す 。 そ う す る と 、
それぞれの市町村レ ベル でどのぐらいの体制 整備 が行われるかという のが、実効性を高める意味で
は非常に重要だとい うこ とになろうかと思い ます 。ですから 、その支援措 置 を国のほうでしっかり
やっていただくとい うこ とが非常に重要では ない かと思っています。
○山本座長

ありが とう ございます。

それでは、お願い しま す。
○柿﨑座長代理

私 の意 見といたしましては、ま ず は内部通報体制の制 度を 義務化すべきかという

点については、今 、議論 のあった中で、大 企業に 関しては導入が進ん でい るということで、むしろ
中小企業に対してど のよ うにこの制度を浸透 させ ていくか、その方法論に 焦 点が移ってきているの
かなと思います。今、い ろいろなお話があっ た中 で、私も、業者 団体の方に通報窓口を設ける とい
うことが一つ考えら れる のかなと思いました が、競争相手がいること で、なかなか難しいとい う実
態を教えていただい て、 それはよくわかりま した 。
た だ 、 中 村 委 員 か ら も一 言 あ っ た と 思 う の で すけ れ ど も 、 結 局 、 現 状 で内 部 通 報 制 度 が な い と 、
どこで問題が起こっ てく るかというと、中小会社 が親会社からの圧力 を受 けて、中小会社 の従業員
がどこにも何も言う こと ができなくて、結果、不 正 がそこの中で隠蔽さ れて いくというような状況
が放置されるという こと です。つまり、中小会社 に関しては、日本 の場合 は企業集団、もし くは親
子、孫会社の関 係で全体を見ていかなければ いけ ないのですが、日本の会 社法は企業集団内部 統制
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とか、親会社の子 会社、孫会社管理に関して は、諸外国と比べまして も極 めて法制度的に不十 分な
状況にあります。
そういう意味でも、会 社 法上の規制では極め て不 十分な対応しかとら れて いない親会社の子会社
管理責任の部分を補 完し ていくためには 、色々な 法律がそれぞれ連携 しな がら、法令遵守 が確保さ
れた社会を実現するために日本の法体制全体の充実等を図っていくことがそろそろ必要な時期に
来ているのではない かと 思います。
具体的な方法とし ては、私は、すべての企業に内部 通報体制整備義務を 課し ていいと思うのです。
その上で、小規模 もしく は中小規模、複数 の従業 員がいるところに関 して 、それは親会社の 通報窓
口を指定先にするの です 。もちろん、親会社は本 来であれば中小とい うか 、企業集団の管理 体制を
整備していかなけれ ばい けない義務がござい ます ので、その部分の体制整 備 の促進という視点から
も、子会社が通 報窓口を 親会社の窓口に指定 すれ ば、子会社に自 前でそれ を整備させるコスト はか
からないはずですし、そ う することによって親 会社 のほうも全体の企業 集団 の管理体制整備がさら
に一歩進んでいくだ ろう と思います。
実際、この間、米国で は、タカタ事件を受けて、自動車業界に限ります けれども、2015年に自動
車安全公益通報者法 なる ものができまして 、日本 のタカタの元従業員 が、日本を飛び越えてア メリ
カのほうに通報して しまいました。アメリカの公 益 通報者保護法という のは法外な報賞金が出ます
ので、日本を飛 び越えて 海外のほうに行って しま う。そのような 事態がも っと広く起こるかど うか
はまた別ですけれど も、むしろそういった社 会全 体の安全性に対する社会 コストといいますか 、そ
ういったものを日本 の法 制度全体でバックア ップ していく。そう しないと 、かなり日本も危ない状
況になるのではない かと 思っております。
先ほど、中小 会社の内 部通報につきまして は、２号通報の受け皿ののほ うに持っていくとい う点
も御指摘がありまし たが 、１号通報のほ うででき ない、つまり内 部通報体 制がきちんと整備す るこ
と が で き な い と い う の であ れ ば 、 前 回 の お 話 で 言う と こ ろ の ２ 号 通 報 に つい て は 、 1号 通 報 と 同 様
に「思料する」という要 件で通報ができるよ うに、そこの部分の要 件を緩 和するという形で 、その
分を２号通報の受け 皿の 方に持っていくこと につ いては、道理にかなって い るのではないかと思い
ます。そのよう にするこ とによって１号通報 の親 会社の整備義務も進 むで しょうし、そう やってト
ータルで考えていっ たら いかがでしょうか。
○山本座長

ありが とう ございます。

そのほかにいかが でし ょうか。
それでは、中村委 員、 お願いします。
○中村委員

親子会 社間 で整備するというこ とに ついては、少なくとも私 個 人的には全く異論はな

くて、私どもの グループ はそのために外部に 窓口 を設けまして、小さい事 務所でも通報ができ るよ
うにしております 。ただ 、多くの中小企業 が全て というか、ほとん ど親子 関係、大企業の子 会社か
というと、ちょっ とすみ ません。私はデー タを持 ち合わせておりませ んが 、それは多分違う のだろ
うなと思っていまし て、 そこは分けて議論す べき ではないかと思いま す。
以上です。
○柿﨑座長代理

孫 会社 も含むと相当な数、日本 の 企業はそういう形で 成り 立っていると思いま す。
14

孫のさらに孫とか、 わか りませんけれども、 そこ はデータを調べてい ただ ければ。
○山本座長

どうぞ 。

○後藤委員

今のグ ルー プというのは、ある程度 資本関係があれば 、おっ しゃっている効果は ある

と思いますが、全 く資本 関係がなくて、単 なる１ 次下請以下の２次 、３次 下請ですと、そう いう問
題が起きるところは 簡単 に、大企業側は切っ てし まうという形になる かと 思うのです。
ですから、今 おっしゃ っている趣旨のこと は、ある一定の要件のも とで は確かにそういう機 能を
発揮すると思います が、それ以外の資本関係 のな いところでは、そういっ たことはなかなか難 しい
のではないかと思い ます 。
○山本座長

ありが とう ございます。

そのほかにいかが でし ょうか。
それでは、水町委 員、 お願いします。
○水町委員

企業規 模に よって義務づけを変 える か変えないかという とこ ろで、負担が大変だから

とかいろいろな議論 があ り得ると思いますが、本 来 これは何のためにこ うい うことをしようとして
いるのかというとこ ろに 立ち返って、中 小企業で もやらなければいけ ない 性質のものなのか 、一定
規模以上のところに 義務 づけて、中小企業につい て は政策的に誘導して いく というようにするの か。
例えば、これまで の労働 政策でも、今、均等法と 育児介護休業法のハ ラス メント防止義務、これは
企業規模にかかわら ず義 務づけられている。これ は ハラスメント防止だ から 企業規模にかかわらず
義務づけられている とい う性質のもので 、似たよ うな政策として 、次世代 育成法とか女性活躍 推進
法、子育て支援 とか女性 活躍を推進するとい うの を企業の義務づけと 。こ れは中小企業につい ては
努力義務として 、義務と 努力義務で分けられ てい るのですが、こ れはハラ スメントをなぜ防止 しな
ければいけないのか とい う性質と、次世 代育成と か女性活躍という 、そん な単純ではないです けれ
ども、すごく簡単 に言う と、人権を守ろう として いるのか、政策的 に誘導 していこうとしてい るの
かというものによっ て、同じ労働政策の中で も全 部義務づけか、一定以下 のところは努力義務かと
いうふうにわけてい るの で、今回、公 益通報者保 護をするとはどうい う性 質のもので、どう いう人
たちにどういうこと をや っていってもらいた いか というのを根本に立 ち返 って、だったらこういう
ふうに位置づけとい うこ とになるのが本来の 筋だ と思います。
もし、仮にこ れが人権 にかかわるようなも ので 、ハラスメント 防止と同 じようなものとなっ たと
しても、例えば これは、中 小事業主については 中小 事業主の中で可能な 範囲 内で措置をとってくだ
さいという措置義務 の内 容でグラデーション をつ けるということは、これ ま での均等法とか育児介
護休業法の中でもや って きています。他方 で、や はりこれは政策目的 なの で、一定以上のと ころは
義務づけ、一定以 下の規 模のところは努力義 務と するとすれば、で も、努 力義務だからやらな くて
いいかというと、これま での経験からいうと 、努 力義務だとほぼ実効 性が ないのです。努力 義務だ
けだと実効性がない ので 、努力義務なの だけれど も、やはりやる べきこと なのだというふうに なれ
ば、先ほど来議論 があり ますけれども、２ 号通報 に誘導していくとか 、あ とは認証制度を設け ると
か、公共調達の ときにプ ラスに加点するとか 、努 力義務に位置づけた 中小 事業主さんもそのような
誘導インセンティブ をプ ラスに与えていくこ とで 、なるべくやっ てくださ いねということを 、実利
と結びつけて誘導し てい く工夫をすることが 必要 かなと思います。
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○山本座長

ありが とう ございます。

そのほかにいかが でし ょうか。ここはかなりい ろいろ議論が出たと ころ だと思いますが 、今のそ
もそも根本に立ち返 って という観点からいう と、 水町委員はどのよう にお 考えになりますか。
○水町委員

非常に 大き な政策的な性質もあ りま すが、私は 、最終的には や はり人権にかかわって

くるとは思います 。ただ 、これは人によっ て意見 が違うかもしれませ ん。企業価値の向上とか 、社
会的な利益なのか、それ と も通報する人の人権 を保 障するために守るべ き措 置なのかということの
理解の違いだと思い ます 。
○山本座長

そうで すね 。通報をする人の 権利の 保護ということもあ り、また、究極的には 社会に

おいて違法行為をな るべ く早い段階で防止し てい くという意味で言え ば、社 会全体で法令が遵守さ
れる体制をつくって いく 。法令は何のた めにある かというと、や はり社会 的な利益を保護する ため
にあるわけですので 、そ ういう観点からいう と、先ほどの水町委員の 分類 で言えば、純粋に 政策的
なというよりは 、もう少 し強い意味を持って いる のかなと思うのです けれ ども、それは人 によって
若干、考えが分かれ るか もしれません。よろ しい ですかね。
全体といたしまし ては 、特に大企業を 念頭に置 いた場合に義務化す ると いうことに関して 、それ
自体についてはそれ ほど 異論はなかったので はな いかと思います。ただ、内容といたしまして 、ど
のようなものを求め るか。余り画一的な 義務を課 すのはよくないので はな いか。それぞれ の企業が
考えて工夫をしてい る部 分があるので、そういっ た工夫を抑制すると いい ますか、型には めるよう
な形の義務づけはや めて ほしいという御意見 があ ったかと思います。それ は 全くそのとおりである
と思います。
したがいまして 、義務 の内容については 、さら にどのようなものを 、ど のような形で義務を 課し
ていくかということ を検 討していく必要があ ろう かと思います。具体的 には 、先ほど文書化ですか。
記録を残すという意 見が ありましたけれども 、記 録を残す、文書 化すると いう話は今のガイド ライ
ンでは何か書いてあ るの ですか。
○消費者庁消費者制 度課 担当者

記録の保存 につ いてはガイドライン に記 載があり、適切に記録管

理するということが 求め られています。具 体的に は、行政機関で申 します と、各行政機関は 、各通
報事案への対応に係 る記 録及び関係資料につ いて 適切な保存期間を定 めた 上で、通報に関する秘密
保持及び個人情報の 保護 に留意して、適切な 方法 で管理しなければな らな いとされています。
民間事業者につき まし ても、基本的には秘密保 持の観点から、記 録に関 しては適切に、秘 密が漏
れないような形で管 理し なければならないとされ ており、具体的 には、通 報 に関する秘密の保持の
項目のところでかな り詳 細に記載しておりま すが、記録資料を閲覧する こと が可能な者を必要最小
限度に限定する、施錠管 理をして保管する、関係 者の固有名詞を仮称 表記にする等、記録管 理の具
体的な方法が示され てい るところでございま す。
○山本座長

広く言 えば 情報管理の問題にな ろう かと思いますので、それ に ついてさらにどのよう

な形で義務を定めて いく かということを検討 する 必要があろうかと思 いま す。
あと、義務の 履行を確 保するための措置と いう ことに関しましては 、前 回これは既に議論が あっ
たところですけれど も、２号通報、３号通 報の要 件と結びつけていく こと については、今日 もほと
んど議論の際に前提 にな っていたようなとこ ろが ございますので、この点 に ついてはそれほど異論
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はなかったのではな いか と思います。
さらに、行政 措置とい う部分について 、今日は 具体的な意見はそれ ほど ありませんでしたけ れど
も、実効性を確 保するた めにどのようなやり 方が あるか。資料２ の９ペー ジの参考というとこ ろに
勧告・公表という ものが 挙がっていまして 、さら にほかの意見として 、も し制度化をするとす れば
行政処分とか、恐らくこ の場合ですと是正命 令の ような形になるのか と思 いますが、そう いった御
意見とか、ある いは認証 ですね。今はガ イドライ ンでかなり高いレベ ルの 体制を整えていると きに
認証するという体制 です けれども、もう一 つ、義 務を履行しているか どう か。そこのところ で認証
制度を入れていくと いう ことかと思いますが、行 政 措置に関してはいろ いろ なやり方が考えられよ
うかと思います。
それから、４番 目の中 小企業、中小事業 者の部 分が一番議論が集中 した ところであり、な かなか
これは難しいところ であ ると思います。
まず、およそ何 も中小 企業について考えな いと いう意見はなかった と思 います。ただ 、どのレベ
ルで義務を課してい くか、あるいは誘導という とこ ろにとどめるのかと いう あたりについていろい
ろ御意見がありまし た。これは、たしか にやり方 としてはさまざまな バリ エーションが恐らく 考え
られるところで、例えば 、義務を課した上 で、し かし、義務の内容 につい てはかなり大企業の 場合
と違う、配慮する という やり方もあります 。それ から、いろいろな 御意見 がございまして、努力義
務という形で定めて 、し かし、いろいろな 誘導策 をとって、公共調 達のと きに考慮するとか 、ある
いは認証制度をそこ に入 れていくとか、いろ いろ な形で努力義務プラ ス誘 導といった形をとる 。
それから、経 過措置と いうようなご意見も あり ましたけれども 、一定期 間の間はそのような 形に
して、中小企業について ど のような形でこうい った 内部体制を整えてい くこ とが現実的に考えられ
るかということを 、少し 時間を置いて検討す ると いうことかと思いま すが 、一定の期間 、経過措置
を設けて、その間に 若干 の試行を行うといっ たよ うな御意見もあった かと 思います。
あと、内容に関 しまし ても、例えば外部 の窓口 を設ける。ただ 、外部と いったときに業界団 体で
あるといろいろな問 題が あるという御指摘が ござ いましたので、どのよう な 形でこれをやっていく
かという点について はさ らに検討が必要かと 思い ます。
それから、親子 、孫会 社関係があるような 場合 であれば、親会社 がそこ のところの責任を持 つと
いったようなやり方 もあ るだろうという御意 見が ございました。ただ、先 ほ どそれに対しては御意
見がございましたよ うに 、これが実効的 に機能す る場合と、余り うまくい かない場合があるだ ろう
と。あるいは 、そもそも そういった関係がな い場 合もあるだろうとい うこ とですので、これ につい
ては場面が限定され るわ けですけれども、そのよ う な手法が限定された 場面 ではあり得るというこ
とかと思います。
あとは、財政的に 援助 をするとかいったよ うな 御意見もございまし た。
それから、２号 通報と の関係で申しますと 、先 ほど既に話が出てお りま したけれども、義 務が履
行されない場合には ２号 通報ができるという 形に 制度を持っていくと すれ ば、中小企業に関しても
体制が整備されない間は２号通報のほうでカバーすることになるのではないかという御意見がご
ざいました。これ らの御 意見は、相互排他的なも のというよりは、いろい ろ組み合わせて考え られ
るものかと思います ので、どのような形での制 度の 選択肢があり得るか とい うことを少し整理して
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いただいて、こ こはかな り難しいといいます か、現実的にはかなり大 きな 問題になるところだ と思
いますので、議論を して いければと思います 。そ んなところでしたか 。
お願いします。
○中村委員

今のお まと めについて若干コメ ント なのですけれども 、まず 、大企業について は、あ

るかなしかというこ とで 、あるということ であれ ば、多分対応は可 能だと 思うのですけれども 、繰
り返しになりますが 、そ の中身を強要するよ うな ことですと、そ こは否定 的ということでござ いま
して、それがなか った場 合に２号、３号通 報とい うことも、本当に あるな しということだけで 判断
されるのであれば 、それ ほど問題ないと思う ので すけれども、そ こを不十 分だということで特 に３
号通報に行けるとい う話 になりますと、そこは通 報者の方の判断にな って しまうので、不 満のある
方というのはやはり 不十 分だと決めつけるわ けな ので、そこは慎重に検討 す べきではないかと思っ
ております。
以上です。
○山本座長

ありが とう ございます。

義務の内容につい て、どのぐらい具体的な とい うか、細かい義 務を課す かということによる と思
いますので、その 点につ いては、さらに検 討する といいますか、私 も、こ うしなくてはいけな いと
い う 非 常 に 細 か い 義 務 まで 定 め る イ メ ー ジ で は ない の で す け れ ど も 、 そ の点 は い か が な の で す か 。
この資料を作成した とき には何か。
○太田消費者庁消費 者制 度課企画官

今後 、体制 整備を課す方向で法 改正を行うとした場合 、具体

的にどのような内容の義務を課すのかについてさらに具体的に検討するということかと思います
けれども、一般 的には、法 律の中では必要な体 制整 備を行わなければな らな いといった抽象的な規
定を置いた上で、別途、指針のような形で大 企業 、中小企業のそれ ぞれについて、どのよう な体制
整備が必要となるの かと いったことを、余り事細 かにならないような 形で 、原則的なとこ ろをお示
ししていくというこ とが 多いのではないかと 思っ ております。
その際、別途 、既に民 間事業者向けのガイ ドラ インなどもございま すの で、それらとの関 係をど
うするのかといった とこ ろも含めて、今後、 検討 していくことになろ うか と考えております。
○山本座長

ござい ます か。

○柿﨑座長代理

全 く抽 象的な規定を置く方 向で しか、こういう体制整備 義 務に関しては考えられ

ないと思うのですけ れど も、その中でも 、では窓 口を置いていればい いの かという話になると 、さ
らにその実効性を高 める ためには、やはり守秘義 務 があるというのがセ ット になっての体制整備な
のではないかと思い ます。その整備の細 かな内容 に関しては、そ れぞれの 体力に合わせてやっ てい
く 必 要 が あ る と 思 う の です け れ ど も 、 た だ 形 だ け置 い て お り ま す 、 窓 口 があ り ま す と い う の で は 、
余り意味がないかな とい う気がしております 。
○山本座長

守秘義 務に ついては、この後 、少し 話があると思います けれ ども、その守秘義 務が守

られるような体制に なっ ていることを要件に すべ きではないかという こと ですね。
中村委員は、例 えば７ ページから８ページ にか けて、参考という 部分で 、例えば担当者を 設置す
るとか、関係法令 を周知 するとか、窓口の 設置と か、規程を整備す るとか 、こういった一般 的なレ
ベルについては特に 違和 感はないですね。
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○中村委員

私 ど も の 会社 で で き る か で き な い かと か 、 そ れ は で き る と いう 話 な の で す け れ ど も 、

例えば窓口が専任で なけ ればいけないとか 、教育 といっても何をやる のか とか、それはや はり足り
なかったという結果 を見 て、その教育の仕方が足 りなかったのではない かと いうような議論になる
ことを企業側として はお それるということで ござ います。
規程に関しまして も、以前の認証の議論の 中で も規程ということで 、我 々の規模の会社であ れば
規程をつくらなけれ ばい けないのですかとい うこ とで、ではつくりましょ う かという話なのですけ
れども、どこま で規程を つくるかとか、そもそも いろいろなことにつ いて 全部規程で決めてい るわ
けではない会社が現 実的には日本の場合ほと んど だと思いますので、そこ は レベル感に差があるか
なという感じがして おり ます。
○山本座長

ありが とう ございます。

そこは具体的にさ らに 義務の内容を考える 際に 、ここで考える のか、あ る いはもう少し制度全体
の骨格が考えられた 後で 考えるべきことかと いう 問題はあるかと思い ます けれども、この点につい
ても留意をしていく 必要 があろうかと思いま す。
あと、これはか なり私 の個人的な感じなの です けれども、仮に２ 号通報 、３号通報と結び つけて
義務というものを考 えて いくとすると、通 報者に とってこれがわから ない と、結局、通 報者にとっ
て非常に迷うことに なる と思うのです。で すから 、本当はその義務 を守っ ているか、守って いない
か と い う レ ベ ル に つ い ても 、 あ る 程 度 認 証 制 度 のよ う な も の を 入 れ て い かな い と 、 も し ２ 号 通 報 、
３号通報をリンクさ せる ということになると、な か なかワークしないの では ないかという感覚があ
りますので、その辺も、先 ほどの行政措置とい うと ころでさらに検討し てい ただければと思いま す。
そのほかによろし いで しょうか。
あと、行政機 関におけ る体制整備というほ うが 残っておりますので 、こ ちらについて法律上 規定
することの必要性に つい て、御意見のあ る方はお 願いしたいと思いま す。特に窓口設置率が低 いと
ころは市区町村でご ざい まして、これは 地方自治 法との関係もありま すの で、ここで全部 議論し切
れるかという問題は ある のですけれども 、その点 も注意をしていただ いて 、議論をしてい きたいと
思います。
先ほども２号通報 のほ うに特に中小企業者 の通 報を、２号通報のほうで 受 けるということである
とすると、その ２号通報 の窓口がしっかりし てい なくては、ある いは現実 に通報しようという 人の
近くになければ実際 機能 しないのではないか とい う御意見がございま した けれども、行政機関の通
報体制の問題につい て、いかがでしょうか。
それでは、浦郷委 員、 お願いします。
○浦郷委員

行政機 関の 内部通報体制という のも、やはり私は全市区町 村に 内部通報の窓口は設置

すべきだと思います 。
それから、外部 通報の 受付体制のところは 、規 模の差がありますの で、難しいことかとは思 いま
すけれども、やはり地方 の 問題はそこの地方の 人た ちが適切に通報でき る窓 口はつくるべきではな
いかと思います。
それと、１つ お聞きし たいのですけれども 、消 費者庁に一元的な受 付窓 口をつくるというこ とも
議論になっていたか と思 うのです。最初に いただ いたスケジュール表 では 、本来は、今 日そこの一
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元的な窓口のことを やる ような予定になって いた と思うのですけれど も、こ れは次回やるとかそう
いうことなのでしょ うか 。そこら辺を教えて くだ さい。
○友行企画官

スケ ジュ ールのことでござい ます か。行政の一元 的窓口に つきましては、次回行う

予定でございます。
○山本座長

よろし いで しょうか。

そのほかにいかが でし ょうか。
お願いします。
○柿﨑座長代理

今 の お話 の 1号 通 報 の 流 れ の 関 係か ら い け ば 、 行 政 機 関 の体 制 整 備 義 務 、 内 部 通

報体制はもとより 、受け 皿として外部通報体 制を 行政機関のほうで整 備し ていただかないと 、先ほ
どのお話ですと、大企業 と の資本関係がない極 めて 小規模な企業の従業 員か らの通報の部分が宙に
浮いてしまいます。それ もちょっとわからな いの ですけれども、そ ういう まさに本当に小さな 、そ
れこそ地域社会が担 って いかなければいけな い部 分に関して、その公共性の 確保という意味でも外
部通報体制はそれぞ れの 市区町村のレベルで も置 いていただきたい。そう い う設置義務を課してい
くべきだと思います 。
○山本座長

ありが とう ございます。

そのほかにござい ます でしょうか。
林委員、お願いし ます 。
○林委員

お伺いし たい のですけれども、以前 いた だいた資料で、徳島で は市 区町村でも全部100％

制 度 が 整 っ て い る と い うこ と に な っ て い た と 思 うの で す が 、 現 状 は ど う なっ て い る の で し ょ う か。
○太田消費者庁消費 者制 度課企画官

現状と いた しましては、昨年の10月 ま でに県内の全市町村に

内部、外部のそ れぞれに ついて窓口の整備が済ん でおりまして、それらを 運用している状況で ござ
います。その運用実績に ついて、十分な分 析まで はできていないので すけ れども、地方公共 団体向
けガイドラインなど を踏 まえて整備した窓口を適 切に運用した上で、課題 等 についてしっかり検証
を 行 い 、 そ れ を 制 度 の 改善 に つ な げ て い く と い うこ と を 進 め て い き た い とい う こ と で ご ざ い ま す。
さらに、徳島県におい て域内の市区町村から の通 報を受け付けるため の共 通の通報窓口を創設す
る取組も進めており まし て、まずは外部の労働者 等 からの通報窓口から段階 的に始めているという
ところでございます 。
○林委員

そこで試 験的 にできるのであれば、ほ か のところも全部進め てい ったらいいと思いま す。

○山本座長

ありが とう ございます。

そのほかにいかが でし ょうか。
この点につきまし ては 、今、御意見 がございま したように、２号 通報の 要件をある程度緩和 して
いくということとの 関係 でも、行政側の通報受付 体 制はきちんとしてい なく ては困るということか
と思います。
それから、以 前に通報 の対象をどうするか とい うところで、さ らに中身 を精査しなくてはい けな
いという話ではあっ たの ですけれども、条例も 含め る方向で考えるとい うこ とであるとすると、今、
受け付けているもの に加 えて、さらにそれぞれの 自 治体が定めている条 例の 履行を確保するために
体制を整備していか なく てはいけないという こと も加わりますので、そこ は 特に市区町村のレベル
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でも体制を整備して いた だく必要性は極めて 大き いだろうと思います し、今日も資料の中で 、11ペ
ージの一番下の注の とこ ろにありますように 、地 方自治法の体系から いっ ても、最近、内部体制の
整備ということが非 常に 強調されるようにな って いますので、そういった 流 れからいっても市区町
村のレベルでも体制 を整 備してもらいたいと いう ことではないかと思 いま す。
ただ、これは先ほど中 小 企業についてどうす るか という意見が出たの と若 干似たようなところが
ありまして、市 区町村の 中には非常に小規模 なと ころがあって、なかなか 体制をどう整備した らい
いかわからない、体制を 整備するのは非常に 難し いというところもあ りま す。これについて は、地
方自治法の手法で言 えば 機関を共同設置する とか 、事務の委託と か、事務 の 代替執行という制度が
最近できましたけれ ども 、いろいろな制 度を使う 余地もあるところで すし 、どういった形 で市区町
村について窓口を現 実に 設置していただくよ うに するかということに つい ては、若干総務省の担当
部局等とも相談をし なが ら考えていく必要が ある だろうと思いますの で、そ のような方向でさらに
検討していければと 思い ます。
よろしいでしょう か。

≪３．通報に関する秘密の保護≫
○山本座長

それ では 、通報に関する秘密 の保 護という２つ目の論 点で ございます。

最初に消費者庁か ら資 料３の説明をお願い いた します。
○太田消費者庁消費 者制 度課企画官

消費者 庁で ございます。

資料３に基づきま して、通報に関する秘密の 保護 に関する論点につい て御 説明させていただきま
す。資料の構成は資 料２ と同様でございます 。
まず「第１

問題の所 在」、１．の現行法の規 定のところでござい ます が、現行の公益通報者保

護法には、通報に 関する 秘密の保護について の明 示的な規定がない状 況で ございます。なお 、行政
機関につきましては 、公 務員法上の守秘義務 があ るということでござ いま して、通報に関 する秘密
の保護が法律上は担 保さ れている状況でござ いま す。
他方、民間事業 者など 、行政機関以外の 通報先への通報につきまし ては 、こういった法律 上の守
秘義務規定が必ずし も存 在しないということ でご ざいますので、通報に関 する秘密の保護は 、通報
先の自主的な措置に 委ねられているというの が現 状でございます。
２．といたしまし て、立法時における考え 方に ついてお示してござ いま す。「（１）通報に関す
る秘密の保護と法第 ５条 の不利益取扱いとの 関係 」でございますが、立法 時 における国会の審議に
おきましては、内部通報 を受けた事業者が通 報者 の氏名等の個人情報 を漏 らすことは、法 第５条に
定める通報者に対す る不 利益取扱いに該当す ると 解釈されておりまし て、こ れで防ぐことができる
のだというような答 弁が なされているところ でご ざいます。
他方、下の参考 のとこ ろにございますよう に、このような考え方を 前提 といたしましても 、禁止
される情報漏えいの 具体 的な内容は必ずしも 明ら かでないということ でご ざいます。
２ページ目でござ いま す。また、不 注意による 情報漏えいなど、公益通 報に対する報復とし てで
はない情報漏えいや、さ らに事業者として行 った ものではない情報漏 えい については、法 ５条によ
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る保護の対象とはな らな いということでござ いま す。さらに 、不利益取扱 い から保護される通報者
の 範 囲 に 含 ま れ な い 方 から の 通 報 と い っ た も の も保 護 の 対 象 に な ら な い とい う 問 題 が ご ざ い ま す。
「（２）国会 の附帯決 議による措置」でご ざい ますけれども、先ほ どの 論点と同様に、附帯 決議
が 付 さ れ て お り ま し て 、公 益 通 報 を 受 け た 者 が 、通 報 者 の 個 人 情 報 の 保 護に 万 全 を 期 す る よ う に 、
政府において適切な 措置 を講ずることが求め られたところでございます。これを踏まえまして 、各
種のガイドラインに おき まして、通報に 関する秘 密保護の重要性を示 した 上で、秘密の保 護のため
にとるべき措置につ いて 指針を定めていると ころ でございます。
その下の「３．立法後に 明らかとなった課題」の と ころでございますが、（１ ）といたしまして、
通報に関する秘密保 護へ の要請が非常に高い とい うことでございます 。冒頭、委員会事務 局から御
紹介がございました けれ ども、消費者庁 が労働者 に対して行った調査 にお きましては、通 報をする
際に「匿名」での通報を したいという方が非 常に 多いということでご ざい まして、通報に関 する秘
密の保護の影響の懸 念で ありますとか、情報漏え い があった際の不利益取扱 いへの懸念が非常に高
いとの結果になって ござ います。
３ページ目でござ いま す。また同じ調査でござい ますけれども、不正行為を 知った場合に、通報、
相談をしない理由と して 、通報したこと が労務提 供先に知られた場合 に、不利益取扱いを受け るお
それがあるといった 御回 答も多くなっている とい うことで、こういったこ と が公益通報を行うこと
を躊躇させている可 能性 もあるのだというこ とで ございます。
また、消費者 庁が事業 者サイドに行った調 査に おきましても、内部通報 体制の信頼性を高め るた
めには、こういった通報 に 関する秘密の保護と いう のは非常に重要なの だと いう回答がなされてい
るところでございま す。
（２）です が、通報を 受 けた者による不適切 な対 応により通報者が特 定さ れて不利益取扱いが行
われるといった例も 実際 に起こっているとい うこ とでございます 。さらに 、消費者庁の相談ダイヤ
ルにおきましても、この ５ 年間に具体的な情報 漏え いに関する御相談を69件 いただいておりまし て、
労務提供先の事業者 から 漏えいされたといっ た事 案がそのうちの47.8％、２ 号通報先となる行政機
関からの漏えいが問 題と なった事案が44.9％ とい う内訳になっており ます 。
（３）に相 談ダイヤルにおける具体的な相 談の 例をお示ししており ます けれども、通報窓 口の担
当者が通報者の氏名 を上 司などに伝えたとい った 御相談ですとか、自分が 通 報者であることが特定
されたことによって退職せざるを得なかったというような御相談をいただいているところでござ
います。
（４）にヒア リングの 結果もお示ししてお りま すけれども、通報 する側 からは、相談ダイ ヤルと
同様の御指摘をいた だく 一方、通報に関する秘密 は 完全に保護されたと いっ た御指摘もいただいて
おります。事業者間で通 報 の秘密保持に関する 取組状況にばらつきがあ るこ とを示唆するものでは
ないかと考えられま す。
４ページ目に参り まし て、事業者側に もヒアリ ングを行っておりま すが、通報に関する 秘密を保
護するための措置を 既に 行っているのだとい う御 意見がある一方で、完全 に そういった情報を秘密
にしなくてはならないといったことであれば意味のある調査ができなくなってしまうのではない
かといった御指摘も いた だいているところで ござ います。
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こういったことを 踏ま えまして、４ ．のガイド ラインによりまして 、運 用上の措置というも のを
講じてきているわけ でご ざいます。民間 事業者向 けガイドライン 、行政機 関向けガイドラインのそ
れぞれにおきまして 、通 報に関する秘密保持 の重 要性というものをよ り明 確にした上で、秘密保持
のための具体策を拡 充し ているということで ござ います。
他方、ガイドラ インに ついては任意のもの とい うことで、一定の 制約が あるというのは、先ほど
と同様でございます 。
５ ペ ー ジ で ご ざ い ま す。 第 ２ と い た し ま し て 、こ れ ま で の 主 な 議 論 の 整理 を 行 っ て ご ざ い ま す。
まず、１．といたしま して、１号通報先 に守秘 義務を規定すること の是 非に係る論点でござ いま
す。守秘義務規定を置 くこ とに積極的な御意見 とい たしまして、３つ目の ●で ございますけれども、
守秘義務規定を設け るこ とによって、通報制度自 体 への信用性が高まる ので はないかという御意見
もいただいておりま す。
他方、慎重な立 場から の御意見といたしま して 、そういった義務 を設け ることによって、担当者
の心理的な不安が増 すと いったことですとか、調 査 等に必要な情報共有 とに 支障が生じるのではな
いかといった御指摘 もい ただいているところ でご ざいます。
そ の 下 の 参 考 の と こ ろに 、 事 業 者 内 の 従 業 員 に対 し て 守 秘 義 務 を 課 し てい る 類 例 と い う こ と で 、
労働安全衛生法の例 など をお示してございま す。さらに、その下の●でご ざいますけれども 、守秘
義務を規定すること の意 義についてでござい ます 。通報に関する 秘密が漏 えいされた場合に 、漏え
い者が通報者に対し て、民 法上の不法行為等を 理由 とした損害賠償責任 を負 う場合もあるわけでご
ざいますが、こ ういった ことについての予見 可能 性を高めるために 、法の 中に守秘義務規定を明示
的に設ける必要があ ると いう御指摘もあると ころ でございます。
６ページでござい ます 。２．といたし まして、２号通報先、行政 機関に 対して守秘義務を規 定す
ることの是非でござ いま す。行政機関に つきまし ては、公務員法 上の守秘 義務というものが既 に課
されているわけでご ざい ますけれども、それでも な お情報漏えいの事例 が後 を絶たないということ
でございまして 、確認的な意味も込めて、明示的 に定める必要がある ので はないというような 御意
見があるところでご ざい ます。その一方で、守秘 義 務違反に対して刑事 罰を さらに上乗せするとい
うことにつきまして は、慎 重に検討すべきでは ない かという御意見もい ただ いているところでござ
います。
その下の参考のと ころ に、公務員による守秘義 務違反について上乗せ の罰 則を科している例とい
たしまして、住民 基本台 帳法、不動産登記 法、マ イナンバー法などの 例が あるということでご ざい
ます。
他方、公務員 法とは別に守秘義務を課して おり ますけれども、法律自体 に罰則規定を設けて いな
い例といたしまして 、各 種の虐待防止関係の 法令 などがあるというこ とで ございます。
７ページでござい ます 。３．の３号 通報先に守 秘義務を規定するこ との 是非でございます 。こち
らにつきましては 、積極 的なお立場としまし ては 、そういった情 報漏えい による被害というも のは
第三者が漏えいした 場合 でも同じであって、保護 の 必要性は変わらない ので はないかという御意見
でございます。
他方、慎重な 立場からは多数の御意見をい ただ いておりまして 、特に２つ目の●にございま すよ
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うに、３号通報 先は非常 に多種多様な主体が 存在 しているということ で、守秘義務を遵守する 体制
が で き て い な い 中 で 、 法的 な 義 務 が 課 さ れ る の は、 や や 行 き 過 ぎ な の で はな い か と い っ た 御 意 見 。
さらに、報道機 関に対し て法律上の守秘義務 を課 すということになり ます と、憲法で保障 された報
道の自由に抵触する可能性があるのではないかといった御意見がなされているところでございま
す。
４．以降は、仮にそう いった守秘義務を課 すと した場合に、どう いった 内容にしていくかと いう
論点でございまして 、こ こにお示ししている のは 、主に１号通報 先に課す場合を想定した御意 見と
なっております。
まず４．は、守秘義務違 反の効果として、刑事罰を 設けるべきかどうか とい う論点でございます 。
刑事罰を設けることに積 極的なお立場といた しま しては、２つ目 の●にご ざいますように 、情報を
意図的に漏らした場 合と たまたま調査の過程 で漏 れた場合とで、民事上の 損 害額としては大きく変
わらないといったこ とも ございますので、民事ル ー ルだけでは抑止効果がな いのではないかといっ
た御意見でございま す。
他方、慎重な お立場か らの御意見といたし まし ては、こういっ た通報を 受け付ける立場の方 とい
うのは、特に一 定の資格 を持たない一般の従 業員 が多いということで ござ いますので、そ ういった
方々に刑事罰を科す とい ったことについて、可罰 性 の観点から十分に検 討す る必要があるのではな
いかといったことで すと か、３つ目の● にござい ますように、担 当者への 心理的な負担などの 弊害
がさらに大きくなる ので はないかというよう な御 意見もいただいてい ると ころでございます。
その下の参考とい たし まして、一般の 従業員に 対して、刑事罰 つきの守 秘義務を課している 例と
いたしまして、労働 安全 衛生法などの例をお 示し しております。
８ページでござい ます 。仮に刑事罰を 科してい くといった場合の留 意点 として、その保 護法益を
どうするのか、どのよう に考えるのかといっ たこ とですとか、構 成要件を どうするのかといっ たと
ころにつきまして、明確 性 や可罰性があるのか どう かということを十分 に検 討していく必要がある
のではないかという こと でございます。
次に、５．といたしま して、守秘義務の 対象と する情報の範囲をど うす るのかという論点で ござ
いますけれども、ここに つきましては、こ れまで の検討におきまして も、通報者個人を特定し 得る
情報とすることは適 当な のではないかという 御意 見が多数を占めてい る状 況でございまして、同様
の類例というものも、下 に お示ししているよう な虐 待防止関係の法令な どで 見受けられるところで
す。
９ページに参りま して 、６．守秘義務 を負う者 の範囲でございます 。こ ちらについて、こ れまで
いただいた御意見と いた しましては、情 報を知っ た者が全て責任を負 うと することは、非 常に対象
が広くなってしまう とい うことがございます ので、一定の限定をすべき では ないかといった御意見
でありますとか、他方、３つ目の●にござい ます ように、従業員に 義務を 課すのではなくて 、事業
者に義務を課して、そう い った情報漏えいがあ った 場合の責任を事業者 に負 わせるべきではないか
といった御指摘もい ただ いているところでご ざい ます。
その下の参考のと ころ に、検討に当た って御留 意いただきたい点を お示 ししておりまして 、通報
を受け付けて調査等 を行 う措置の主体という もの は、特に行政から特定の 事 業を行うことについて
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許可等を得ておらず、国 家 資格等もない民間事 業者 の従業員である場合 があ るということを踏まえ
た上で御検討いただ く必 要があるということ でご ざいます。その上 で、そ ういった者に対して 、刑
事罰付きの守秘義務 を課 しているもの、罰則等が 予定されていない守 秘義 務を課しているもの 、事
業 者 に 対 し て 行 政 措 置 等 が 予 定 さ れ て い る 義 務 を 課 し て い る も の と い っ た類 型 に 分 け て 例 を お 示
ししておりますので 、こ ういったことも踏ま えた 上で御検討いただけ れば と考えております。
10ページ目でござ いま す。７．とい たしまして 、通報者の同意なく守 秘義 務が解除される例外を
認めることの是非と いう 論点でございまして、同 意 なき例外を認めるべ きだ というお立場からの御
意見といたしまして は、実 効的な調査を行うた めに は情報を開示しなく ては ならない場合もあるの
で、一定の例外を認 める 必要があるのではな いか ということでござい ます 。
11ページにまいり ます 。他方、そう いった例外 を認めることに慎重 な立 場からは、たとえ 監査役
などに対してでも、知ら せ ないでほしいという こと で通報することもあ ると いうことでございます
ので、調査に必 要な場合 であっても、基 本的には 同意を必要とすべき では ないかといった御意 見で
ありますとか、開示によ って通報者がこうむ るリ スクは甚大であるの で、同意を原則とすべき では
ないかといった御意 見を いただいております 。
その下の参考とい たし まして、幾つか類例をお示 ししておりますけれ ども、
「正当な理由がなく」
漏らしてはならない とい った抽象的な例外規 定を 設けている例が、労働者 派 遣法ですとか消費者契
約 法 な ど で 見 ら れ る と いう こ と で ご ざ い ま す が 、よ り 厳 格 に 、 原 則 と し て同 意 を 必 要 と し た 上 で 、
例外が認められる場 合を個別に列挙しているもの としては、個人情報保護 法 の例などがあるという
ことでございますの で、 こういったものも踏 まえ て御検討いただけれ ばと 思います。
最後、12ページ 目でご ざいます。８．といたし まして、守秘義務 による保護が及ぶ通報者の 範囲
に関する論点でござ いま す。こちらにつ きまして は、不利益取扱 いから保 護される通報者の範 囲に
含まれない者からの 通報 であっても、秘密保持と い う観点において保護 の対 象とする必要があるの
ではないかという御 意見 でございます。
他方、これに 対しまし ては、不利益取 扱いを防 止するために守秘義 務を 課すことが前提とな るの
で、不利益取扱 いから保 護される対象とは別 途、守秘義務の対象とす ると いうことにはやや違 和感
があるといった御指 摘も いただいているとこ ろで ございます。
そ の 下 の 参 考 に ご ざ いま す よ う に 、 不 利 益 取 扱い か ら 保 護 さ れ る 対 象 とな ら な い 者 に つ い て も 、
秘密の保護の対象に する ということになりま すと、不利益取扱い防止以 外に 秘密保護をすべき利益
というのは具体的にどういったものなのかといったことをあわせて御検討いただく必要があるの
ではないかというこ とで ございます。
駆け足でございま すが 、御説明は以上でご ざい ます。
○山本座長

ありが とう ございました。

それでは、通報に関する 秘密の保護、いわゆる守秘 義務につきまして、１号通 報先、２号通報先、
３号通報先、そ れぞれに 対して法律で規定す るこ との是非について 、御意 見のある方は御発言 をお
願いいたします。
資料１で申します と、１ページ、２．に載って いる部分です。守 秘義務 をそもそも課すこと の是
非という部分です 。そこ から先に、裏に守 秘義務 を課すとして、ど のよう な内容とするかとい う義
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務の内容の話が出て まい りますけれども 、ここま ではまずは行かない で、１ページのそもそも 守秘
義務を課すことの是 非の 部分ですね。資料３で申し ますと、５ページの第２の １．と２．それから、
７ページの上の３ ．のと ころまでです。まずここ につきまして御意見 のあ る方は御発言をお願 いし
たいと思いますが、 いか がでしょうか。
中村委員、お願い しま す。
○中村委員

この点 につ いては、そもそも秘密の 保 護の必要性というこ とに ついて否定するもので

はございませんが 、１号 、２号、３号の 通報全て において、法律上 の特別 な守秘義務という形 を課
すというのは、余り 適切 ではないのではない かと 考えております。
そもそもこの法令 の目 的というのは、秘密の保 護ということではな くて 、公益で通報す る人に対
して不利益が及ばな いよ うにするということ 、さ らには、公益に 係る問題 があったときにその こと
が明らかになること とい うのが本来の法の目 的で あると思います 。この資 料の中でも、秘 密保持義
務を課しても調査への支 障はわずかであるよ うな 御意見も書かれてい るの ですけれども、現実に通
報を受けている私ど もの 企業からいたします と、特に氏名とかそうい うこ とでなくて、例 えば何々
部、あるいは何 々店の何 々売り場でこういう 問題 があるという通報で あっ た場合、現実に 誰々さん
だということを言わ なく ても、その内容 が明らか になってしまうとい うこ とは多くあります 。そう
したときに、特定し 得る 情報を誰にも言わな いと いうことでは、調査 は全 くできません。
ただ、そこを 私どもの 会社で言うと外部の 窓口 で受けていただいて おり ますので、この 場で匿名
でいただくこともで きま すし、そこで外部の方が 企 業に対してどこまで 情報 を開示していいですか
ということは確認し てい ただいて、その上 で企業 にそういう情報が来 る。また、そのやりと りの中
で、こういう形で 調査を するのだけれども 、そう すると、結果的に は例え ばパワーハラスメン トで
このときにこういう こと をされましたといっ た話 だと、当然そういうこと は 完全に個人の特定にな
っていくわけなので 、そ ういうことだと個人 が特 定されてしまうかも しれ ませんと。そう だけれど
も、ちゃんと会 社として は不利益にならない よう に守りますので 、調査を 進めさせていただい てよ
ろしいですかという 確認 をしながら、調査を 進め ていくことになりま す。
そういうことで 、当然 実際に内部通報を真 摯に やっている企業では 、通 報者が不利益になら ない
ように配慮しつつ 、また 、通報者の意思を 確認し ながら調査をして 、結果 として問題が解消さ れる
ようにということを 目指 して活動していくわ けな のですけれども、それが 特 に通報者の特定が可能
な内容を秘匿すべきとい う形になりますと、名前 を 言わなくても結果的 には わかってしまうという
ことも含めるとなる と、本 当に手足を縛られて 身動 きがとれないという こと になっていくと感じて
おります。
そういった意味で、抽 象 的な意味での秘密の 保護 を大事にしましょう ねと いうところに異論があ
るわけではないので すけ れども、そこに 余りにも 大きな力点を置くと いう ことが、本来の 公益通報
者保護制度ということの意味をなくしてしまうということにならないように考えていただきたい
と思います。
以上です。
○山本座長

ありが とう ございます。

今の点は、こ の資料３ で申しますと10ペー ジか ら11ページにかけて 、守 秘義務が解除される 例外
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を認めることの是非 につ いてというところが あり まして、この表現がある い はやや一般的な書き方
過ぎるのかもしれま せん ね。これは主には調 査の 場面を想定している ので すね。
○太田消費者庁消費 者制 度課企画官
○山本座長

そのと おり でございます。

ですか ら、まさに守秘義務を一 般的 にかけるとしても 、実効 的に調査をしようと する

と、どうしても ある程度 その人がわかるよう な形 で伝えざるを得ない 場合 がある。そこの ところの
バランスをどう考え るか という問題だと思い ます ので、今の御意見は主に は ここの御意見ではない
かと伺ったのですけ れど も、そういうこと ですね 。調査の段階で 、どうし てもそれは実効的に 調査
をやろうとすると情 報を 伝えなくてはいけな いこ とがあり、その 場合に、こ れは適法な情報の伝達
なのか否かということの線引きが実際はなかなか難しいことがあるのではないかということです
ね。
○中村委員

主な趣 旨は そういうことなので すけ れども、そうし た場合を 除いたときに、秘密保持

の義務違反というこ とは、調査に関係なく意図 的に 漏らしたということ だけ を指して言うのでしょ
うかということにな りま す。現実には漏 えいした のではないかと言わ れて いる事案が、調 査の必要
のために開示したという 事例が多く含まれる ので はないかというとこ ろも 含めてでございます 。
○山本座長

現 実 に ど うな の で し ょ う か 。 極 め て微 妙 な 例 が 現 実 に 起 き てい る 例 と し て 多 い の か 、

それとも、単純に 不注意 とか、あるいは 、さらに 悪質なのは意図的な 漏え いということになる かと
思うのですが、現実 の事 案ではどのような割 合に なっているのですか 。
○消費者庁消費者制度課担当者

割合について具体的に把握しておらず申し上げられないのです

が、我々の設置 している 公益通報者保護制度 相談 ダイヤルに寄せられ てい る相談事案や、報道され
ている事案等から申 しま すと、意図的に その情報 が秘密であるという こと を認識して、あ えて悪意
を持って漏らしたと いう よりも、通報に 関する情 報が秘密に該当する こと 、秘密として保 持すべき
であるということを 認識 していないまま、うっか り と漏らしてしまったとい った事例が多い印象が
ございます。
○山本座長

意図的 とか、あるいは逆に非常に 微妙 な事案でやむを得ず 調査 の過程で伝えてしまっ

たのだけれども、後から 見るとそれはやり過 ぎだ ったのではないかと いう よりは、守秘義務 、つま
りこれは守らなくてはいけない秘密だということを余り認識しないで不注意で漏らしてしまった
というパターンが現 実に は多いのではないか とい う感じなのですかね 。
○消費者庁消費者制 度課 担当者
○山本座長

そうですね 。印 象論で恐縮でござい ます が。

統計的 には なかなかそれを測る のは 難しいと思いますけ れど も、ざっくりとした印象

としては、そのよう な感 じだということです かね 。
そのほかにいかが でし ょうか。
林委員、お願いし ます 。
○林委員

通報する 方に お話を伺うと、どうして も 不利益を受けてしま うこ とを心配されているの

です。通報すると 、まず 犯人捜しが始まって しま うというのが現状に あり ますので、あなた が言っ
ていることは秘密と して 保護されるのですよ とい うことを言ってあげ ない と、通報できないという
現状があると思いま すの で、１号通報に関し まし ては守秘義務を課す べき であると考えます。
○山本座長

もう一 つは 、資料３の５ペー ジの参 考のところに、１ 号通報 に関して、漏えい 者が通
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報者に対して損害賠 償責 任を負う場合がある と。こ れの例として大阪高 判の 例が挙がっていますけ
れども、いわば一 般法理 といいますか、不 法行為 法上、もう責任が 認めら れている場合がある とい
うことですね。
○消費者庁消費者制 度課 担当者

あくまで事 例判 断でございますので、常 に 不法行為に基づく損害

賠償責任が認められ ると いうわけではないと 思い ますが、実際に秘密の漏 えいによって、損害賠償
責任が認められてい る事 例もあるということ でご ざいます。
○山本座長

現状 、一般 法理だけで秘密がお よそ 守られていないとい うわ けではなく、一 定の場合

には不法行為法上 、それ が保護されている場 合が あるということで 、ただ 、それでは明確で ないの
で、もう少し一 般的に守 秘義務を定めたらど うか 、そうしたほう が秘密も 守ってもらえるよう にな
るのではないかとい うこ とですね。
２号通報に関して 言え ば、現に守秘義務 の規定 は公務員に関しては ある のですね。ただ 、ここで
は、さらにそれに加 えて どういう措置をとる べき かというお話かと思 いま す。
お願いします。
○川出委員

私 も １ 号 通報 と ２ 号 通 報 に つ い て は、 守 秘 義 務 の 規 定 を 置 くこ と に 賛 成 で す 。 た だ 、

その前提として、守秘義 務 を規定する目的は何であ るのかということを 明確 にしておく必要がある
のではないかと思い ます 。資料３では、刑事罰を 科 すとした場合に保護 法益 をどうするかという点
が検討課題として指 摘さ れていますが、それ以前 の問題として、そもそも守秘義務を規定する 目的
を明らかにしておく 必要 があるだろうという こと です。なぜかと 申します と、その目的を どのよう
に考えるかによって、守 秘義務の対象となる 情報 の範囲ですとか 、守秘義 務の保護が及ぶ通報 者の
範囲が決まってくるとい う面があるからです 。
そこで、この点をどう考 えるかですが、まず、公益 通報者保護法の中に 守秘 義務を規定する以上、
公益通報と何らかの つな がりがあることが前 提に なるはずですから、単に 個 人の秘密を保護すると
か、個人情報を保 護する という目的ではない のだ ろうと思います。そうし ますと、最も直截 でわか
りやすい目的は 、先ほど ご指摘がありました よう に、通報者が特 定される ことによって不利益 な取
扱いがなされるおそ れが あるので、その事前の 防止 策として守秘義務を 課すというものです。ただ、
こうした考え方に立 つと 、公益通報がな された場 合に、その通報 者のみが守秘義務による保護 の対
象となるということ にな ります。これで は保護の 範囲が狭すぎるとい うこ とであれば、法 １条の目
的規定にもあります よう に、公益通報者保 護の目 的は、公益通報者 の保護 を図るとともに、公益通
報をしやすくして法 令の規定の遵守を図ると いう ことにもありますの で、そ こまで広げて守秘義務
を定める目的を考え るこ ともできるのではな いか と思います。
そのように考えれ ば、後の検討項目の話に なりますが、現行法 では不利 益取扱いの保護の対 象と
なっていない者から の対 象事実の通報であっ たと しても、それをきっかけ と して法令遵守が図られ
るということであれ ば、そ の通報が事実上の不 利益取扱いによって妨げられ ることのないように守
秘義務の対象とする とい うことも可能になり ます。そういう意味 で、広く 法 令遵守を図るというこ
とを視野に入れて、 守秘 義務規定の目的を捉 える のが妥当ではないか と思 います。
○山本座長

ありが とう ございます。

これは後の議論と も若 干関係しますけれど も、守秘義務をかける 、守秘 義務について定める とい
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った場合に、その趣旨、目 的がどこにあるのか とい うことは明確にして おく べきだという御指摘 で、
今の御意見は少しそ こを 広く理解することが でき るのではないかと 。つま り、まず不利益 というと
きに、現在想定 している ような労働者が労働 関係 において不利益を受 ける ということから 、社会生
活 上 の 事 実 上 の 不 利 益 のよ う な も の ま で 少 し 広 げて 考 え て 、 さ ら に 、 究 極的 な 法 の 目 的 と し て は 、
法令の遵守を促進す る、あるいは法令違反を 予防 するという目的があ るの で、そのために 守秘義務
を課すという御趣旨 だっ たかと思いますが、 その ような感じでよろし いで すか。
浦郷委員、お願い しま す。
○浦郷委員

私も１ 号通 報に関しては、内部通報 者 が安全を確保して安 心し て通報できるような体

制を整備することが 、内 部通報の促進になっ てい くと思います。そのため にも守秘義務を課す べき
だと思います。守 秘義務 が課されることで安 全が 確保される。それ がなけ れば、２号通報 、３号通
報 を 利 用 す る こ と に な って 、 内 部 通 報 促 進 に 逆 行す る の で は な い か と い うこ と を 思 っ て お り ま す 。
１号通報で通報者の 情報 が漏えいした事例が 多数 ありますので、１号通報 に 関してはきちんと課す
べきだと思いますし 、２ 号通報に関しても 、そも そも守秘義務はあり ます けれども、ここで も漏え
いの例はあるので 、さら に上乗せするという こと で、ここで行政 に対する 信頼を高めることに もな
っていくのかなと思 いま すので、ここのとこ ろは 守秘義務を課す必要 はあ るかと思います。
○山本座長

そのほ かに いかがでしょうか。

お願いします。
○柿﨑座長代理

私 も１ 号、２号に関し ては守秘 義務を課すべきだと 思い ます。今までの 議論にあ

ったように、ま さに公益 通報の本来的な意義 とい いますか、企業 にとって はコンプライアンス 経営
というものを促進す ると いうよりも、それが既に グ ローバルな観点から いっ ても企業にとって遂行
していかなければい けな い責務となっていて、取 締 役にとっては善管注 意義 務の中の一要素として
今は考えられている わけ ですから、それ を確実に 実行するための体制 とし ては、一度漏え いされた
ら回復できないような人権侵害を確実に防止する体制の整備がなければ実効性がないと思います
ので、そのための 守秘義 務は法定しておく必 要が あると思います。そこに 関しては、整備の 体制さ
えつくればあとは運 用で というレベルのこと では ないと思いますので、こ れ は明定しておくべきだ
と思います。
では、その違反に対し て どこまでのサンクシ ョン を課すのかというこ とは また切り分けて考えて
いく必要があろうか と思 います。つまり 、意図的 なものと、意図的 ではな いのだけれども、結果と
して管理体制がずさ んな ために漏れてしまっ たと いったときに、誰にどう いう制裁を科すのか 。先
ほどの、行為者 ではなく て、企業の場合 は企業の 監督責任という形で の問 い方というのもある と思
います。そのとき にも行 政処分のレベルなの か、刑事罰なのかという こと についても、また 可罰性
の点、構成要件の点で 検討 が必要だと思います。ちな みにアメリカのSOX法 に関 しては、守秘義務違
反も含め、あらゆ る不利 益取扱いをした場合、そ こは割と広い、開 かれた 構成要件のもとで刑 事罰
を科しています。そ れだ け大事なものだと考 えて いるということであ りま す。
○山本座長

ありが とう ございます。

お願いします。
○友行企画官

事務 局か らでございますが、実は 春 田委員から資料４と して 意見書が出てきており
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まして、先ほど私 は全て を御紹介したわけで はご ざいませんので、申しわ けございません。資料４
を御覧いただきまし て、 ２．のところでござ いま す。
春田委員から通報 に関 する秘密の保護につ きま して御意見をいただ いて おりまして、通報者保護
のために秘密保持義 務に ついての定めは設け るべ きと考える。そし て、刑 事罰、行政措置の 対象と
すべきと考える。ただし 、公益通報に対処 する企 業の体制はそれぞれ であ ることや、最初に 通報を
受付した１人の職員 だけ ではなく、現実 的には組 織で対処しているこ とを 踏まえると、刑 事罰の及
ぶ範囲や制裁の程度 は慎 重に検討していくべ きで あるというところで ござ います。
２つ目、通報妨害や通 報 者の探索についても 論点 に加えるべきと考え ると いったところで御意見
をいただいておりま す。
３つ目、２号 通報に係 る秘密保護や個人情 報保 護に違反した際に刑 事罰 を定めることは 、行政職
員にはそもそも他の 法律 による守秘義務が課 され ていることから、それを 上 回る罰則を定めること
の当否なども含め、 慎重 に検討していくべき であ るというところでご ざい ます。
○山本座長

ありが とう ございます。

そのほかにいかが でし ょうか。
お願いします。
○池本委員長代理

オブ ザーバーの池本です 。

先ほど、守秘義 務の目 的ということで、通報者 の不利益取扱いの未 然防 止がまず基本である 、そ
して、さらに法令遵守 を図 るというように広が ると。そこの基本の理解は 私も そのまま賛成ですが、
もう一つ違った観点 で整 理する必要もあるの では ないか。これは適用除外 も 的確に定めるというこ
ととのセットなので すが 、公益通報の受付 窓口、これは１号、２号 を含め てですが、ただ話 を聞き
置いて大事に黙って おく ことでは済まないわ けで、その後の的確な措置 をし なければいけないわけ
です。だとすると 、例え ばどういう場合は本 人の 同意の上で出してよ い、あるいは本人の同意 なし
で出せる場合がある のか どうか。そういった適用 除 外をきちんと切り分 けて 整理しておくことによ
って、受付窓口の方 にと っての行動準則も提 示す るという意味がある のだ ろうと思います。
○山本座長

ありが とう ございます。

そのほかにいかが でし ょうか。
今のそもそも義務 を課 すかどうかという点 に関 しまして、１号 通報に関 しましては、特 に後のほ
うの守秘義務違反の 場合 のサンクションの問 題で あるとか、あるいは特に 調 査との関係で義務の範
囲をどう定めるのか とい う点について、いろいろ 難しい問題があると いう ことから、慎重 な御意見
もございましたが、 おお むね賛成の意見が多 かっ たのではないかと思 いま す。
そのときに、そもそも の守秘義務の趣旨に 立ち 返って考える必要が ある ということで、労働者が
不利益取扱いを受け るこ とから保護するとい った ことからもう少し広 げて 考えて、特に公益通報を
行ったという情報が 社会 に漏れる、出る というこ とが、普通の個 人情報が 外に出た場合よりも もう
少し重い意味を現実 に持 っていることがあり、そ れ に伴う不利益を防止 する ことによって法令が社
会において守られる よう にする、法令違反の状態 を 未然に防止するとい った 法律全体の趣旨が図ら
れるようになるので、そ れ で守秘義務を課すと いう ことを確認しておく 必要 があるということであ
ったと思います。
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２号通報について は、それほど多くの意見 はご ざいませんでしたが 、現 在も一般的な公務員 法上
の守秘義務の規定が あり 、刑罰もついてい るわけ ですけれども、し かし、どうもそれが余り徹 底さ
れていない。余り 注意さ れていない。これ も恐ら く先ほどの事業者に 関し て、不注意で漏ら してし
まうことが多いとい う話 でしたけれども、それと 似 たような状況がどう も行 政機関にもあるのでは
ないかと思われます 。そ ういうことであると する と、まずはこれ について も守秘義務は当然か かる
ということを明確に 確認 する定めを置いてい ただ く。これは最低限必 要で はないかと思います 。
その上で、刑 罰を上乗 せするかという点に つい て申しますと、現実には 刑罰が軽い状態なの で守
秘義務が守られてい ない というわけでは恐ら くな いと思うのです。むしろ 守 秘義務の範囲に入って
いるのか入っていないのかということを余り意識しないで情報を出してしまうというパターンだ
と思いますので 、まずは そこのところを確認 的に 定めていただく 。それで もまだ公務員が外に 漏ら
してしまうというこ とが あれば、それは 上乗せを 考える必要があろう かと 思いますけれども 、現実
には上乗せを行うた めの 立法事実に欠け 、法令を 見ても、それほ ど上乗せ をしている例が多く ない
のです。これと 同じだけ の上乗せをする理由 が今 すぐに立つかという と、私はやや自信がない とこ
ろがありますので、 まず は定めを明確に置く とい うことかと思います 。
３号については 、ほと んど意見がなく 、３号に ついてはやはり難し いの ではないかという御 意見
が若干あったところ かと 思います。これは既に７ ペ ージの慎重な立場か らの 意見というところに出
ておりますけれども 、３ 号の場合はとにかく 通報 先がいろいろであり まし て、通報者と通 報先との
関係もいろいろです ので、なかなかこれについ て守 秘義務を一律に課す こと は難しいのではない か。
特にその中には報道 機関 も含まれていまして、報 道 機関についてはまた 特別 な考慮を要するところ
ですので、３号 通報につ いて、なかなか 守秘義務 の対象にしていくの は難 しいのではないかと 私も
思います。これについて は 今も積極的に３号通 報に ついて守秘義務を定 める という御意見はなかっ
たのではないかと思 いま すので、そのように 考え ていくということで よろ しいでしょうか。
それでは、その次の論 点でございます。１号通 報、２号通報の場合に、法律上、守秘義務を課す
といった場合にどの よう な内容とするかとい う点 について、意見 交換を行 いたいと思います 。これ
は論点が多岐にわた って おりますが、資 料１の２ ．の裏側の守秘義務に 違反 した場合の刑事罰とい
う部分ですが、こ れにつ いて、まず御意見 をいた だきたいと思います 。資 料３で申しますと７ ペー
ジの４．の部分です けれ ども、いかがでしょ うか 。
浦郷委員、お願い しま す。
○浦郷委員

現 実 に 通 報者 の 情 報 が 漏 え い し て 、通 報 者 が 不 利 益 を こ う むる 事 例 が あ り ま す の で 、

通報する側の立場か ら考 えると守秘義務を何 とか 担保してほしいとい うこ とは思います。意図的に
漏らしてしまった場 合と か、何度も漏え いするよ うなところには 、刑事罰 あるいは行政罰とい うも
のがあり得るのかな とは 考えております。
○山本座長

それは 意図 的に漏らした場合で すか 。

○浦郷委員

故意に 。

○山本座長

なるほ ど。

そのほかにござい ます でしょうか。
お願いします。
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○中村委員

意図的 な場 合は別かもしれませ んけ れども、一番企 業側とし て心配するのは 、過失の

部分です。誤っ て出した 場合、あるいは 先ほどの ように調査の過程で わか ってしまうような場 合に
ついて、そもそも 先ほど の話で、うっかり という か、誤って漏らし てしま う場合が多いのでは ない
かというお話もあり まし たように、刑事罰を受け る ことでそこの抑止力 にな るような形の構成がで
き る か ど う か に つ い て 、少 し 疑 問 を 感 じ る と こ ろで あ り ま す 。 窓 口 に な る人 は ご く 普 通 の 担 当 者 、
例えば皆さん一人一 人が 窓口になったときに 刑事 罰を科される。だから、故 意に漏らした場合はと
もかくとして、そう いう ことについては慎重 に検 討すべきではないか と思 います。
○山本座長

川出委 員、 お願いします。

○川出委員

先ほど 申し 上げたことと関係し ます がで、守秘義務 を設ける 趣旨が、不利益取扱いの

事前防止、さら に進んで 法令遵守を図るとい う点 にあるとしますと、仮に 守秘義務違反に対す る刑
事罰を設けるとした 場合 の保護法益は、資料３の ８頁の注22の言葉を 借り ますと、単に個 人の秘密
とか個人情報ではな く、公益通報システム，ある いは法令遵守という こと になります。そうします
と、これは、後の回で検 討することになる、不利 益取扱いに対して刑 事罰 を科すかという問題 と連
動してきます。つ まり、守秘義務を規定する 趣旨 として、不利益取 扱いの 事前防止を挙げ、それを
担保するために守秘 義務 違反に対して刑事罰 を科 すということにする ので あれば、不利益取扱い自
体に対しては当然に刑事 罰を科すということ にな ります。その点 も踏まえ たうえで、守秘 義務違反
に刑事罰を科すのが 相当 かどうかを考える必 要が あると思います。
○山本座長

そのほ かに いかがでしょうか。

お願いします。
○亀井委員

先ほど のそ もそも１号通報に守 秘義 務を課すかのところ が、今、論じていた だいてい

る議題と関連します ので 、発言を差し控 えさせて いただいていたので すけ れども、不利益取扱いに
関してペナルティー が科 されるというのは非 常に 納得感があるのです が、中 村委員もおっしゃって
いましたが、私 どもの顧 客企業も含めまして 、内 部通報制度に携わっ てお られる方々はごく普 通の
企業人です。通報を受 けた 段階では、公益通報に 該当 するのかどうかが非 常あ やふやな段階でして、
私どもの統計値です と、75％は個人的な御不満 、御 自分の待遇への御不 満、それとあわせて不正 も
し て い る と い う 非 常 に 切り 分 け の し に く い 状 態 で通 報 が も た ら さ れ ま す 。そ の 段 階 で 情 報 を 守 る 、
守秘に関しての義務 が課 され、なおかつペナルテ ィ ーがあるかもしれな いと いうことになります と、
窓口の御担当者とし ては 、調査担当者に 開示する かどうかもためらっ てし まうかもしれない 。もっ
と突き詰めて言って しま いますと、その 内部通報 制度の担当者になり たく ない、なり手が いなくな
ってしまうのではな いか と思いますので、ペナル テ ィーの当て方ですと か守 秘義務の課し方に関し
ては、非常に慎重に 検討 していただきたいと 考え ます。
以上でございます 。
○山本座長

ありが とう ございます。

そのほかにござい ます でしょうか。
水町委員、お願い しま す。
○水町委員

労 働 安 全 衛生 法 の ス ト レ ス チ ェ ッ クと か 健 康 情 報 に つ い て は罰 則 が つ い て い ま す が 、

これはもう明らかに わか るわけです。健康 情報で 、医師とか医療関 係者が 出した情報について 、こ
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れは外に漏らしては いけ ませんよというので、そ れ は担当者も非常に慎 重に 扱うことが法令でも予
定されていますし 、これ は大切な情報なので 罰則 をつけるということ にな っていますが、今 、あっ
たように、法令 遵守とい ってもいろいろな情 報が あります。担当 者の方も 一般の職員の人がた また
ま配転で回ってくる とい うこともあって 、それを どう処理するか 。実効的 に処理しなければい けな
いというときに、どうい う場合に罰則の適用 のあ る行為なのか、情 報なの か、さらには正当 な理由
で解除されることを 担当 者がきちんとわかる 状況 にならないと、罰則をつ け るのはかなり難しいか
なと。健康情報と の関係 で言うと、そこが 非常に 抽象的で漠然として いて 曖昧なものなので 、実効
的に回すことは大切 です けれども、罰則 をつける かどうかというとこ ろに ついては、少し 慎重に考
えたほうがいいかと 私は 思います。

○山本座長

そのほ かに いかがでしょうか。

これはやや技術的 な問 題が幾つかあって 、水町 委員が御指摘になっ たよ うに、資料３の ７ページ
の一番下に労働安全 衛生 法の例が挙がってい ます けれども、確か に労働安 全衛生法の場合とは 、刑
事罰を科される可能 性の ある人の範囲も情報 の内 容も大きく異なると いう ことがありますので、な
かなかここに法定されているのでこちらでも法定すべきだとは言えないだろうという御指摘だっ
たかと思います。
もう一つ、川 出委員か ら御指摘がございま した ように、不利益取扱いに ついて刑事罰を科す 前提
であれば、ここ について も刑事罰を科すとい う議 論の可能性があるの だけ れども、逆に不 利益取扱
いについて刑事罰を 科さ ないのに、守秘 義務違反 について刑事罰を科 すと いうのは、逆転 をしてし
まうので、これは できな いはずではないかと 。だ から、ここでもし 守秘義 務違反について刑事 罰を
導入するということ にな ると、不利益取扱いにつ い てもそういうことに なる のではないかというこ
とだったと思います 。こ ういう問題があるの で、なかなか感じとして は難 しいのではないかと 思い
ます。御意見と しては、刑 事罰を導入すること を考 えるべきだという御 意見 はございましたけれど
も、ただ、それ に対して は、今のような反 対の意 見がかなり強かった 。確 かに法制度全体の組 み立
て方として見た場合 も、これは私の感じです けれ ども、非常に難 しいので はないかという気が いた
します。
それでは、その 次に入 りたいと思います 。守秘 義務の対象とする情 報の 範囲です。資料１ の裏側
で申しますと、第２番目 の問題です。資料３で申 しますと、８ページにあ ります「５．守秘義務の
対象とする情報の範 囲に ついて」というと ころで ございますが、こ れはい かがでしょうか。これは
情報の範囲としては 、通 報者個人を特定し得 る情 報という以外に何か 考え られるのですか 。刑事罰
を科すとした場合は どう するかということは あり ますけれども、科さない と いう意見のほうが多か
ったのではないかと 思い ますが、それ以外に 何か 議論することが特に ある のですか。
お願いします。
○川出委員

守秘義 務の 対象とする情報は 、通報 者個人を特定し得る 情報 であるというのは 、その

とおりだと思いますが、それと関連して１点 質問 があります。通報 した場 合に、通報者個人 を特定
し得る情報に守秘義 務が かかるとして、その際に対象となる通報とい うの は、公益通報者 保護法で
いう通報対象事実を 内容 とする通報に限られ ると いう前提なのでしょ うか、あるいは 、対象となる
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通報はもっと広く捉 えら れているのでしょうか。
○山本座長

お願い しま す。

○消費者庁消費者制 度課 担当者

そこは様々考え られまして、公益通報に 限 るという考え方もある

とは思いますし、また、通報一般、例えば パワハ ラの相談など、そ ういっ たものを公益通報者 保護
法上の通報対象事実 に含 めない場合、そういった内 容の相談も広く含め ると いった考え方もあり得
るかと思います。具体的 には、４．の刑 事罰に関 連する記載ではござ いま すが、８ページの 上から
２つ目の●に、少し 記載をしているところで ござ います。
○川出委員

そうし ます と、その点、つまり、ど う いう通報について守 秘義 務が生じるのかという

点がもう一つ論点として あるのだと思います。今 、お話があったよ うに、通報対象事実に該当 する
内容の通報に限ると いう のが一番徹底した形 だと 思うのですが、他方で、通 報対象事実に該当する
かどうかが微妙な事 例も あるでしょうから、それを 通報する側の責任で 判断 しなければならないと
いうことになります と、結 果的に通報対象事実 に該 当せず守秘義務がか から なくなることを懸念し
て通報を躊躇するこ とに もなりかねません 。その 点を考慮しますと 、例え ば通報窓口を設けて いる
場合は、そこにな された 通報は、相談にあ たるよ うなものも含めて 、一律 に守秘義務をかける 形で
範囲を決めるという方法 も考えられるかと思 いま す。その点も含めて検討 す る必要があるのではな
いかと思います。
○山本座長

そうで すね 。資料１の裏側 で申しま すと、その次に 守秘義務 を負う者の範囲とい う論

点があって、本当はこちら も一緒に議論したほ うが よかったので、資料３で言 うと、９ページ「６．
守秘義務を負う者の 範囲 について」とい う論点が ありますので、こちらも 含めて議論したいと 思い
ます。
む し ろ 守 秘 義 務 を 負 う者 の 範 囲 と し て 、 窓 口 で通 報 を 受 け 付 け て い る 人が 通 報 を 受 け た 場 合 に 、
それを保護の対象に する と、こちらのほ うで切る しかないのでしょう ね。公益通報に当たるか どう
かということを要件 とし てしまうと、その時点で は判断が難しく、それが 外れることになると 、結
局通報を躊躇するの では ないかという問題が 生じ ますので、むしろこちら の ほうを考えるというこ
とですかね。
お願いします。
○中村委員

他の論 点と も関連してしまう部 分が あるのですが、一部、先 ほ どの繰り返しになるの

ですけれども、特 定し得 る情報というと、職場と か事実などを含める と、名前を言っていなく ても
現実的には特定がで きる 場合がございます 。そう いったときに、同 意をと れば除外だとしても 、例
えばＥメールで通報 があ ったけれども、同意して い いですかということ につ いては返答がないと か、
あるいはお手紙で来 る場 合とか、要は 、同意をと るプロセスが難しい 場合 があったときに、会社は
放っておくほうがい いの でしょうかというこ とで す。調査をすると特定が さ れる可能性があるとい
うときに、企業 の通報窓 口の立場としては調 査を したいということが あり ますので、そう いうこと
も含めて御議論いた だいたほうがよろしいか と思 います。
以上です。
○山本座長

今の点 は、資料３で申しますと10ペ ージの７．のとこ ろです ね。ここは確かに 考える

と非常に難しい問題 なの で、そこでさらに議 論し たいと思います。
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守秘義務の対象と なる 情報の範囲と守秘義 務を 負う者の範囲につい ては、さらに何かございます
でしょうか。
林委員、お願いし ます 。
○林委員

守秘義務 を負 う範囲というのは、通報 が あったこと自体を秘 密に しておいてほしいと通

報する人は思うと思 いま すので、通報が あったこ と自体を守ることに なる のかなと思います 。そう
すると、それは 通報を受 け付けた担当者が秘 密を 守らなければいけな いで あろうし、その 部署自体
がそれを受け付ける わけ ですから、事業者と担当 者 が両罰規定的に守秘 義務 を負うことになってい
くのではないかと考 える のです。
○山本座長
○林委員

窓口担 当者 と、それから。
窓口を設 置し ているわけですから 、そ の事業者ということ です 。

○山本座長

なるほ ど。

そのほかにござい ます でしょうか。
浦郷委員、お願い しま す。
○浦郷委員

守秘義 務を きちんと課して、体制を き ちんと整備するとい うと ころを私は重視するべ

きかと思います。先ほど 、本当に故意に漏 らした り、何度も漏えい する企 業には罰もあり得る ので
はないかという話は しま したけれども、そういう 体制を重視すること のほ うが大切で、例 えば過失
で、ちょっとし た不注意 で漏らしてしまった 場合 なども、そうい うことが 何度も何度も起きる よう
な企業は通報体制や 教育 が不十分だとも考え られ るので、そういうところ で は事業者に何らかの処
分というものもあっ てい いのではないかと思 いま す。
○山本座長

そのほ かにいかがでしょうか。

お願いします。
○亀井委員

先ほど 御示 唆いただきました 、資料 ３の８ページの５ ．の守 秘義務の対象とする 情報

の範囲なのですけれ ども 、通報者個人を 特定し得 る情報を対象とする とい うことになりますと 、一
度実際の通報で通報者個人を特定し得る情報を全部塗り潰してみようということをやってみまし
た。そうしました ところ 、ほとんど他者が 見ると 何の通報なのかわか らな い状況になりました 。通
報者個人を特定し得 る情 報が守秘義務の対象 なの であると仮に規定さ れた として、先ほど御意見が
ありましたけれども 、公 益通報とは限らずさ まざ まな通報ということ です と、先ほど統計 値という
ことを申し上げまし たが、私は上司の亀井にこ のよ うなひどいことをさ れま したというような通報
が圧倒的に大多数の 現状 で、通報者個人を特定す る 情報を誰にも開示せ ずに 何とかして解決に向か
わなければならない とい うのはほとんど不可 能で す。中村委員もおっしゃ っ ておられましたけれど
も、開示させて ください というお願いをして も御 返信がないものが多 数に 上ります。そう なります
と、企業としては 、対応 しないほうがいいと いう よりも、どちらか という とできない。それ で塩漬
けになる件が今でも 多く 発生しておりますの で、そ ういったことが起き にく いような何らかの措置
ですとか考え方を導 入し ていただきたいと思 いま す。
以上です。
○山本座長

ありが とう ございます。

そのほかにいかが でし ょうか。
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ただいまの守秘義 務の 対象とする情報の範 囲、守秘義務を負う者の 範囲 に関しましては 、情報の
範囲そのものについ ては、恐らく先ほどの通報 者個 人を特定し得る情報 とい うことになるのかと思
いますが、ただ 、後のほ うの、特に調査や 対応す るときにその人に関 する 情報を出さざるを得 ない
というときにどうす るの か。そことのバ ランスの 問題はありますので 、そ れはさらに次の段階 で議
論したいと思います が、 一般的にはこういう こと でよろしいかと思い ます。
守秘義務を負う者 の範 囲について、通報窓口 の担 当者、これについて異 論は なかったと思います。
事業者についても責 任を 課すという話がござ いま したけれども、これは義 務 違反のときにどのよう
な効果を与えるかと いう ことともかかわると 思い ます。つまり 、ここは今 、用意していただいたペ
ーパーですと、主に刑事 罰を科すとした場合 にど うなるかということ が挙 げられていて、その場合
は恐らく両罰規定と いう 形で処理されること にな るのではないかと思 いま すけれども、そうでない
ときに事業者に義務 を課 すといったときに 、事業 者にどういう場合に 義務 が課されて、義 務に違反
したらどうなるのか とい うことをもう少し詰 めて いただいた上で、さらに 議 論ができればよいので
はないかと思います 。
い よ い よ 先 ほ ど か ら 非常 に 議 論 に な っ て い る 部分 で ご ざ い ま す が 、 資 料１ の 裏 側 で 申 し ま す と 、
最後の２つの部分で 、ま ず守秘義務が解除さ れる 例外です。表現 がややわ かりにくいと先ほど 指摘
いたしましたけれど も、主には特に調査 、あるい は対応の過程である 程度 情報を出さざるを得 ない
ときにどう考えるか とい うことかと思います 。そ れと保護が及ぶ通報 者の 範囲です。資料３で申し
ますと、10ページの７．と最後の12ページの ８．の部分ですけれども、こ こについて、先ほどから
既にいろいろ意見は 出て おりますが、いかが でし ょうか。
先ほど御発言がご ざい ました中村委員 、亀井委 員、それぞれこ こについ て具体的にどのよう に考
える方向がいいか。 何か 御意見はございます でし ょうか。
○中村委員

具体的 な内 部通報を受けている 実例 というところで申し 上げ ると、同意を確認するこ

とが可能なシチュエ ーシ ョンの中で同意が得 られ た場合に、当然守秘義務 が 解除されるということ
だと思うのですけれ ども 、そうではない 、それこ そ例えば返答が返っ てこ ないであるとか、あるい
は匿名のお手紙であ ると かというときに 、企業を よくしていきたいと いう 立場からすると 、基本的
にはアクションを起 こし たいと考えますので、そ こ の部分に関しては例 外と いうことでお考えいた
だくのが、本来の公 益通 報の趣旨からすると適う のではないかと思い ます 。
以上です。
○山本座長

亀井委 員、 何かございますか。

○亀井委員

まず 、10ペ ージの７．の例外 を認め ることの是非なので すけ れども、また議論 がいろ

いろと戻ったりする こと があるかもしれませ んが、不利益取扱いがあっ たか どうかが非常に重要な
ことだと思っており ます 。顧客企業、私どもも含 めまして、内部通 報制度 を運用している立場 の者
から申しますと、事実を 突きとめたい、何 があっ たかを知りたい、不正行 為があったのであれ ば是
正したいと考えるわ けな のですけれども、返信を 求 めても返信をしてく ださ らないということがか
なりの数に上ること から 、たとえば 、その場合に は 守秘義務が解除されたも のとみなされるといっ
た例外を認める。ただし 、守秘義務が解除され たこ とによって通報者の 方が 不利益取扱いを受けた
ということになれば 、そ れに関しては、そ の組織 が相応の罰を負うと いう 構造であれば、よ りうま
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くいく可能性がある ので はないかと思います 。
○山本座長

ありが とう ございます。

そのほかにいかが でし ょうか。
柿﨑座長代理、お 願い します。
○柿﨑座長代理

私 も 同意 と い う の は と ら ざ る を得 な い か な と 思 い ま す 。と れ な い よ う な 状 況 で 、

企業がその後どうやって調査を進めていくのかという現実問題があることはよくわかっておりま
して、亀井委員のご指摘 のように不利益取扱いがあ った後で対応してい くと いうほうが現実的かな
という気もします。
他 方 で 、 気 に な っ て いる の は 、 同 意 を と れ な いよ う な 状 況 だ け れ ど も 、一 般 公 衆 の 人 権 、 生 命 、
身体、安全という法益侵 害 の切迫性が極めて高 い情 報が含まれているよ うな 場合に同意を一々とっ
ていたのでは事後に 取り 返しがつかない事態 にな るおそれがあるとい うと ころは、少し懸念がある
のかなと。ただ 、どのよ うに要件を立てるの か、緊急性もしくは切迫 性と いうことについても 解釈
になると思うので 、そこ は難しいかなとも思 うの ですけれども、一般企業の利益と守秘義務に より
守られる個人利益の 関係というだけではなく て、ま さに公益通報の目的 であ る一般公衆の安全に対
して極めて切迫した 危険 が迫っているような とき に、同意がなかったから 何 もできなかったという
のではどうなのだろ うと いう懸念はあります 。
○山本座長

資料３ の11ページの一番下のと ころ に個人情報保護法の 条文 が挙がっていて、あらか

じめ本人の同意を得 ない で第三者に提供して はな らないということで、同 意 を得ることが原則では
あるのですが、しかし、例外的に幾つかの場 合が 挙がっていて、例えば人 の生命、身体、財産の保
護のために必要があ る場 合などが挙がってい ます ので、例えばこういった も のがあるいは参考にな
るのかもしれません 。
ほかにございます でし ょうか。
今、出てきた御 意見と いたしましては、当然同 意を得るのが原則で ある と。ただ、例外 を認めざ
るを得ない場合があ るの ではないかという方 向で 、例外といった ときに大 きく２つありまして 、一
つは、今、挙げ ました個 人情報保護法が定め てお り、あるいは柿﨑 委員が 言われましたように 、非
常に重大な法益侵害 の切 迫性があるといった 場合 に例外を認めるとい うこ と。もう一つは 、中村委
員、亀井委員が言 われま したように、連絡 がとれ ない、企業として は調査 したいと思っても 、同意
を得ようと思っても同意がとれないような状況になっているときというのが挙がったかと思いま
す。その場合であ っても 、先ほど御注意が ありま したように、その 場合に 仮に同意がとれたも のと
擬制してどのような こと でもできるのかとい うと、そこは限界があるだ ろう ということではあるの
ですけれども、連 絡がと れない、しかし 、企業と しては調査をする必 要が あると考えたときに 一定
の例外を認めること を考 えるべきということ では ないかと思います。
さらに何か御注意 をい ただくことはござい ます でしょうか。よろし いで しょうか。
最後の12ページの ８．は、そもそもの 守秘義務 の趣旨を考え直すこ とに よって広げることが 考え
られるのではないか とい う御意見だったかと 思い ます。
全体を通じて、さ らに 何かございますか。
お願いします。
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○柿﨑座長代理

１ 号通 報の場合ですけれど も、守秘義務の違反に対 して 刑事罰を科す、その点に

ついてはなかなか難 しい のかなという意見だ った のかなと思うのです けれ ども、では 、その義務違
反についてどういった対応をとるべきなのかということの議論が余りないのかなと思っておりま
す。例えば、ど ういう場 面になるかわかりま せん けれども、行政処 分につ いても段階的に勧告、公
表、それでもだめ ならば 行政処分というよう な、ある程度の段階的な ステ ップを踏んで、対 応がず
さんである企業に対 して は行っていくという のは あってもいいかと思 いま すが、どうでしょう 。
○山本座長

刑事罰導入の可否というところまでで今日の議論がとまってしまっていたところが

あるのですけれども 、確 かに刑事罰を科さな いと した場合に、そ れではど のように義務の履行 を確
保するのかという問 題が ございますので、これに つ いてはさらにまた改 めて 検討するということで
よろしいですか。
事業者に関しては 、先 ほどの通報に対する 内部 管理体制について義 務を 課す、それに違 反した場
合にどうするという 話と ある程度パラレルに 考え られるところがある のか なと思います。そのあた
りも含めて、通 報担当者 に対して義務を課す 場合 に義務違反があった らど うするか、事業 者に対し
て義務を課すといっ た場 合に違反があったら どう するのか、それぞれにつ い て少し具体的に考えて
い た だ け れ ば と 思 い ま す。 も ち ろ ん 一 般 的 な 損 害賠 償 責 任 の 問 題 は あ ろ うか と 思 い ま す け れ ど も 、
そのほかにも行政措 置等 々も考えられますの で、 その点はよろしくお 願い いたします。

≪４．閉会≫
○山本座長

その ほか にございますでしょ うか 。よろしいでしょう か。

それでは、本日 は長時 間にわたりまして 、どう もありがとうござい まし た。閉会とさせて いただ
きます。
お忙しいところをお集 まりいただきまして 、ど うもありがとうござ いま した。
以
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上

