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公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン 

と旧ガイドラインの対照表 
 

 新しいガイドライン 旧ガイドラインの該当部分 改正の趣旨等 

 公益通報者保護法を踏まえた内部通

報制度の整備・運用に関する民間事業

者向けガイドライン 

平成 28 年 12 月９日

消 費 者 庁

公益通報者保護法に関する民間事業

者向けガイドライン 

 

平成 17 年７月 19 日 

内 閣 府 国 民 生 活 局 

・本ガイドラインは、法の

趣旨を踏まえた内部通

報制度の適切な整備・

運用を促進するもので

あるという趣旨を明確

にしました。 

 

 Ⅰ．内部通報制度の意義等   

Ⅰ１ １．事業者における内部通報制度の意

義 

公益通報者保護法を踏まえ、事業者

が実効性のある内部通報制度を整備・

運用することは、組織の自浄作用の向

上やコンプライアンス経営の推進に

寄与し、消費者、取引先、従業員、株

主・投資家、債権者、地域社会等を始

めとするステークホルダーからの信

頼獲得に資する等、企業価値の向上や

事業者の持続的発展にもつながるも

のである。 

また、内部通報制度を積極的に活用

したリスク管理等を通じて、事業者が

高品質で安全・安心な製品・サービス

を提供していくことは、企業の社会的

責任を果たし、社会経済全体の利益を

確保する上でも重要な意義を有する。

 

事業者が、本ガイドラインを踏ま

え、事業者内部での通報処理の仕組み

を整備することは、事業者内部の自浄

作用を高めるとともに、事業者外部へ

の通報による風評リスク等を減少さ

せることにもつながる。 

 

・内部通報制度の位置

付けや企業経営にお

ける積極的な意義をよ

り具体的に明確にしま

した。 

※（参考）コンプライアンス経

営とは： 「法令、社内規範

等の遵守や、そのための組

織体制の整備を包含して

「コンプライアンス」といい、

経営トップが関与した上で

のコンプライアンス重視の企

業経営を「コンプライアンス

経営」という」（出典：平成 14

年 12 月９日「消費者に信頼

される事業者となるために―

自主行動基準の指針―」国

民生活審議会消費者政策

部会自主行動基準検討委

員会） 

 

Ⅰ２ ２．経営トップの責務 

公正で透明性の高い組織文化を育

み、組織の自浄作用を健全に発揮させ

るためには、単に仕組みを整備するだ

けではなく、経営トップ自らが、経営

幹部及び全ての従業員に向け、例え

ば、以下のような事項について、明確

なメッセージを継続的に発信するこ

とが必要である。 

 コンプライアンス経営推進にお

ける内部通報制度の意義・重要性

 内部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 

 内部規程や公益通報者保護法の

要件を満たす適切な通報を行っ

 ・公正で透明性の高い

組織文化・企業風土を

育み、組織の自浄作

用を健全に発揮させる

ためには、コンプライア

ンス経営推進に対す

る、建前ではない経営

トップの本気度とぶれ

ない姿勢を明確に示

すことが非常に重要で

あるため、その旨を明

確にしました。 
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た者に対する不利益な取扱いは

決して許されないこと 

 通報に関する秘密保持を徹底す

るべきこと 

 利益追求と企業倫理が衝突した

場合には企業倫理を優先するべ

きこと 

 上記の事項は企業の発展・存亡を

も左右し得ること 

 

Ⅰ３① ３．本ガイドラインの目的と性格 

本ガイドラインは、公益通報者保護

法を踏まえて、事業者のコンプライア

ンス経営への取組を強化し、社会経済

全体の利益を確保するために、事業者

が自主的に取り組むことが推奨され

る事項を具体化・明確化し、労働者従

業員等からの法令違反等の早期発見・

未然防止に関する資する通報を事業

者内において適切に処理する取り扱

うための指針を示すものである。 

 

本ガイドラインは、公益通報者保護

法を踏まえて、事業者のコンプライア

ンス経営への取り組みを強化するた

めに、労働者からの法令違反等に関す

る通報を事業者内において適切に処

理するための指針を示すものである。 

 

・リスク情報を早期に把

握する機会を拡充する

ためには、通報窓口を

利用できる者の範囲

は、当該事業者に携わ

る者等にできるだけ広

げることが適当である

ため、「従業員等」とし

ました。 

・内部通報制度は、組

織内部からの警鐘に

真摯に耳を傾ける趣旨

であること、また、事案

に応じた柔軟さが求め

られること等に鑑み、

「処理」ではなく、より趣

旨に合致すると思われ

る「対応」や「取扱い」

に置き換えました（以

下、全ての「処理」につ

いて同じ））。 

・各民間事業者が自主

的に取り組むことが推

奨される事項を具体

化・明確化したガイドラ

インである趣旨を明確

にしました。 

 

Ⅰ３② なお、本ガイドラインは、各事業者

において一層充実した通報対応の仕

組みを整備・運用することや各事業者

の規模や業種・業態等の実情に応じた

適切な取組を行うことを妨げるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

なお、本ガイドラインは、各事業者

において一層充実した通報処理の仕

組みを整備、運用することを妨げるも

のではない。 

 

・事業者の規模や業種・

業態等の実情に応じ

た、各事業者における

適切な取組を妨げるも

のではない旨を明確に

しました。 
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 Ⅱ．内部通報制度の整備・運用   

 １．内部通報制度の整備   

 （１）通報対応の仕組みの整備   

Ⅱ１

（１）① 
（仕組みの整備） 

○ 通報の受付から調査、・是正措置

の実施及び再発防止策の策定まで

を適切に行うため、経営幹部を責任

者とし、部署間横断的に通報を処理

する取り扱う仕組みを整備すると

ともに、これを適切に運用すること

が必要である。 

また、経営幹部の役割を内部規程

等において明文化することが適当

である。 

 

（仕組みの整備） 

○ 通報の受付から調査、是正措置の

実施及び再発防止策の策定までを

適切に行うため、経営幹部を責任者

とし、部署間横断的に通報を処理す

る仕組みを整備するとともに、これ

を適切に運用することが必要であ

る。 

 

・内部通報制度の整備

に関する経営幹部の

役割を明文化すること

の重要性を明確にしま

した。 

 

 

Ⅱ１

（１）② 
（通報窓口の整備） 

○ 通報窓口及び受付の方法を明確

に定め、それらを労働者等経営幹部

及び全ての従業員に対し、十分かつ

継続的に周知することが必要であ

る。 

 

（通報窓口の整備） 

○ 通報窓口及び受付の方法を明確

に定め、それらを労働者等に対し、

十分に周知することが必要である。 

 

・内部通報制度につい

て周知徹底を行うべき

対象は、労働者のみな

らず経営幹部を含む

全ての役職員であるこ

と、また、周知は、一時

的ではなく繰り返し行う

必要があることを明確

にしました。 

 

Ⅱ１

（１）③ 
（通報窓口の拡充） 

○ 新たに通報窓口を設置する場合

には、例えば、以下のような措置を

講じ、経営上のリスクに係る情報を

把握する機会の拡充に努めること

が適当である。 

 法律事務所や民間の専門機関等

に委託する（中小企業の場合に

は、何社かが共同して委託するこ

とも考えられる。）等など、事業

者の外部に設置すること、 

 労働組合を通報窓口として指定

すること又は 

 グループ企業ではグループ共通

の一元的な窓口を設置すること

なども可能である。 

 事業者団体や同業者組合等の関

係事業者共通の窓口を設置する

こと 

○ また、対象としている通報内容や

通報者の範囲、個人情報の保護の程

度等を確認の上、必要に応じ、既存

の通報窓口を充実させて活用する

 

○ 新たに通報窓口を設置する場合、

法律事務所等に委託する（中小企業

の場合、何社かが共同して委託する

ことも考えられる。）など、事業者

の外部に設置すること、労働組合を

通報窓口として指定すること又は

グループ企業ではグループ共通の

一元的な窓口を設置することなど

も可能である。 

また、対象としている通報内容や

通報者の範囲、個人情報の保護の程

度等を確認の上、必要に応じ、既存

の通報窓口を充実させて活用する

ことも可能である。 

 

・リスク情報を早期に把

握する機会を増やす

方途に係る例示等を

充実させました。なお、

これらの取組は、「新た

に」通報窓口を設置す

る場合に限られないた

め、「新たに」を削除し

ました。 
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ことも可能である。 

 

Ⅱ１

（１）④ 
（関係事業者全体における実効性の

向上） 

○ 企業グループ全体やサプライチ

ェーン等におけるコンプライアン

ス経営を推進するため、例えば、関

係会社・取引先を含めた内部通報制

度を整備することや、関係会社・取

引先における内部通報制度の整備・

運用状況を定期的に確認・評価した

上で、必要に応じ助言・支援をする

こと等が適当である。 

 

 ・複数の事業者が有機

的な連携のもとで取り

組むことが、関係事業

者全体のコンプライア

ンス経営を推進する上

で効果的であると考え

られるため、制度に係

る取組状況をＣＳＲ調

達において評価する

等、企業グループ全体

やサプライチェーン等

におけるコンプライアン

ス経営を積極的に推

進することが適当であ

る旨を明確にしました。

 

Ⅱ１

（１）⑤ 
（通報窓口の利用者等の範囲の拡充）

○ コンプライアンス経営を推進す

るとともに、経営上のリスクに係る

情報の早期把握の機会を拡充する

ため、通報窓口の利用者及び通報対

象となる事項の範囲については、例

えば、以下のように幅広く設定する

ことが適当である。 

 通報窓口の利用者の範囲：従業員

（契約社員、パートタイマー、ア

ルバイト、派遣社員等を含む）の

ほか、役員、子会社・取引先の従

業員、退職者等 

 通報対象となる事項の範囲：法令

違反のほか、内部規程違反等 

 

 ・リスク情報を早期に把

握する機会を拡充する

ためには、通報窓口の

利用者の範囲や通報

対象となる事項の範囲

は、可能な限り広げる

ことが適当である旨を

明確にしました。 

 

Ⅱ１

（１）⑥ 
（内部規程の整備） 

○ 内部規程に通報処理対応の仕組

みについて明記し規定し、特に、公

益通報者に対する解雇やその他不

利益な取扱いの禁止を及び通報者

の匿名性の確保の徹底に係る事項

については、十分に明記することが

必要である。 

 

（内部規程の整備） 

○ 内部規程に通報処理の仕組みに

ついて明記し、特に、公益通報者に

対する解雇や不利益取扱いの禁止

を明記することが必要である。 

 

・通報者に対する解雇

その他不利益な取扱

いの禁止のみならず、

通報に係る秘密保護

が極めて重要であるこ

とから、情報漏えいの

禁止についても明記す

べきことを明確にしまし

た。 

 

Ⅱ１

（２） 
（２）経営幹部から独立性を有する通

報ルート 

○ コンプライアンス経営の徹底を

図るため、通常の通報対応の仕組み

のほか、例えば、社外取締役や監査

役等への通報ルート等、経営幹部か

らも独立性を有する通報受付・調査

 ・近時、経営トップの意

向によって不適切な業

務処理が行われ内部

統制が機能しなかった

事案が見られることか

ら、経営幹部からも独

立性を有する内部通

報制度の必要性を明
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是正の仕組みを整備することが適

当である。 

 

確にしました。 

 

Ⅱ１

（３）① 

 

（３）利益相反関係の排除 

○ 内部通報制度の信頼性及び実効

性を確保するため、受付担当者、調

査担当者その他通報処理対応に従

事する者及び被通報者（その者が法

令違反等を行った、行っている又は

行おうとしていると通報された者

をいう。以下同じ。）は、自らが関

係する通報事案の処理調査・是正措

置等に関与してはならない。 

 

（利益相反関係の排除） 

○ 受付担当者、調査担当者その他通

報処理に従事する者は、自らが関係

する通報事案の処理に関与しては

ならない。 

 

・内部通報制度の信頼

性・実効性を高めるた

め、通報対応における

利益相反関係の排除

を徹底することの重要

性を明確にしました。 

 

Ⅱ１

（３）② 
○ また、通報の受付や事実関係の調

査等通報対応に係る業務を外部委

託する場合には、中立性・公正性に

疑義が生じるおそれ又は利益相反

が生じるおそれがある法律事務所

や民間の専門機関等の起用は避け

ることが必要である。 

 ・上記趣旨に鑑み、通

報対応に当たっては、

利益相反等が生じるお

それがある専門家等の

起用は避けるべきこと

を明確にしました。 

※（参考１） 「顧問弁護士を

公益通報の窓口とすること

は利益相反の観点から問題

も指摘される」（出典：「公益

通報者保護制度に関する意

見」（平成 25 年７月 23 日消

費者委員会）５頁） 

※（参考２） 「東京弁護士

会の公益通報者保護特別

委員会としては、できるだけ

顧問弁護士と外部窓口の兼

任は避けたほうがいいという

ことで、講演会などでお話し

している」、「顧問弁護士と

外部窓口の弁護士を兼任し

ていることによって懲戒請求

を受けたという事例もないわ

けではありません」（出典：

「公益通報者保護制度に関

する意見聴取（ヒアリング）」

第２回（平成26年７月23日）

議事要旨７頁） 

※（参考３）「外部窓口業務

や不正に係る調査等には、

中立性・独立性に疑義が生

じるおそれがある専門家の

起用は、通報窓口の信頼

性・実効性維持の観点か

ら、できる限り避けるべき」

（出典：「公益通報者保護制

度の実効性の向上に関する

検討会」第１次報告書（８

頁）） 
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Ⅱ１

（４）① 
（４）安心して通報ができる環境の整

備 

（従業員の意見の反映等） 

○ 内部通報制度の整備・運用に当た

っては、従業員の意見・要望を反映

したり、他の事業者の優良事例を参

照したりする等、従業員が安心して

通報・相談ができる実効性の高い仕

組みを構築することが必要である。

 

 ・従業員等が安心して

通報・相談ができる実

効性の高い仕組みを

構築するためには、従

業員等の声を反映す

ることや、他の事業者

のグッド・プラクティスに

係る情報収集等を行

いそれらを参考とする

ことが有益である旨を

明確にしました。 

 

Ⅱ１

（４）② 
（環境整備） 

○ 経営上のリスクに係る情報が、可

能な限り早期にかつ幅広く寄せら

れるようにするため、通報窓口の運

用に当たっては、敷居が低く、利用

しやすい環境を整備することが必

要である。 

 

 ・通報窓口に敷居が低く

利用しやすい環境を

整備することにより、利

用者の安心感の向上

を図ることの重要性を

明確にしました。 

 

Ⅱ１

（４）③ 
○ 通報窓口の利用者の疑問や不安

を解消するため、各事業者の通報処

理の取扱いや通報者保護の仕組み

に関する質問等・相談に対応する相

談窓口を設置することが必要であ

る。 

相談対応窓口は事業者の実情に

応じて、通報窓口とにおいて一元化

して一元的に設置対応することも

可能である。 

 

○ 各事業者の通報処理の仕組みに

関する質問等に対応する相談窓口

を設置することが必要である。 

相談窓口は事業者の実情に応じ

て、通報窓口と一元化して設置する

ことも可能である。 

 

・通報窓口の利用者か

らの相談や質問に対

応することの必要性を

明確にしました。 

 

Ⅱ１

（４）④ 
○ 内部通報制度の運用実績（例え

ば、通報件数、対応結果等）の概要

を、個人情報保護等に十分配慮しつ

つ従業員に開示すること等により、

制度の実効性に対する信頼性を高

めることが必要である。 

 

 ・内部通報制度が機能

していることを定量的

に従業員に示すこと等

により、制度の信頼性

の向上を図ることの重

要 性 を 明 確 に し ま し

た。 

Ⅱ１

（４）⑤ 
（仕組みの周知等） 

○ 通報処理対応の仕組みやコンプ

ライアンス（法令遵守）経営の重要

性のみならず、公益通報者保護法に

ついて、社内通達、社内報、電子メ

ール、社内電子掲示板、携帯用カー

ド等での広報の実施、定期的な研修

の実施、説明会の開催等により、労

働者、管理者等経営幹部及び全ての

従業員に対し、十分かつ継続的に周

知・研修をすることが必要である。

同様に、本ガイドラインの内容につ

（仕組みの周知等） 

○ 通報処理の仕組みやコンプライ

アンス（法令遵守）の重要性につい

て、社内通達、社内報、電子メール

等での広報の実施、定期的な研修の

実施、説明会の開催等により、労働

者、管理者等に対し、十分に周知す

ることが必要である。 

 

・経営幹部を含む全て

の役職員が、内部通報

制度の仕組み及び関

連法令等の内容を十

分に理解していること

が実効性の高い制度

運用の前提となること、

また、制度趣旨を誤解

した不適切な通報等の

防止にも資することか

ら、制度全般に関して

十分かつ継続的な周

知・研修をすべきことを
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いて十分かつ継続的に周知・研修を

することが望ましい。 

明確にしました。 

 

Ⅱ１

（４）⑥ 
（透明性の高い職場環境の形成） 

○ また、実効性の高い内部通報制度

を整備・運用するとともに、職場の

管理者等（通報者等の直接又は間接

の上司等など）に相談や通報が行わ

れた場合に適正に処理対応される

ような透明性の高い職場環境を形

成することもが重要である。 

○ 実効性の高い内部通報制度を整

備・運用することは、組織内に適切

な緊張感をもたらし、通常の報告・

連絡・相談のルートを通じた自浄作

用を機能させ、組織運営の健全化に

資することを、経営幹部及び全ての

従業員に十分に周知することが重

要である。 

 

 

また、職場の管理者等（通報者等

の直接又は間接の上司など）に相談

や通報が行われた場合に適正に処

理されるような透明性の高い職場

環境を形成することも重要である。 

 

・通常のレポート・ライン

（組織内で業務報告や

意思疎通を行う際の通

常の報告・連絡・相談

の系統）の適正・透明

性の確保も重要である

旨を明確にしました。 

 

・内部通報制度の実効

性の向上は、組織に良

い意味での緊張感をも

たらし、通常のレポー

ト・ラインの健全化にも

資するものであること、

また、それを関係者全

員が理解することが重

要である旨を明確にし

ました。 

 

 ２．通報の受付   

Ⅱ２① 

 

（通報受領の通知） 

○ 書面や電子メール等、通報者が通

報の到達を確認できない方法によ

って通報がなされた場合には、速や

かに通報者に対し、通報を受領した

旨を通知することが望ましい。ただ

し、通報者が通知を望まない場合、

匿名による通知であるため通報者

への通知が困難である場合その他

やむを得ない理由がある場合はこ

の限りでない（次項及びⅡ３（２）

に規定する通知においても、同様と

する。）。 

 

（通報受領の通知） 

○ 書面や電子メール等、通報者が通

報の到達を確認できない方法によ

って通報がなされた場合には、速や

かに通報者に対し、通報を受領した

旨を通知することが望ましい。 

 

・通報者本人等が通知

を望まない場合等もあ

ることを明確にしまし

た。 

Ⅱ２② （通報内容の検討） 

○ 通報を受け付けた場合、調査が必

要であるか否かについて、公正、公

平かつ誠実に検討し、今後の対応に

ついて、通報者に通知するよう努め

ることが必要である。 

（通報内容の検討） 

○ 通報を受け付けた場合、調査が必

要であるか否かについて、公正、公

平かつ誠実に検討し、今後の対応に

ついて、通報者に通知するよう努め

ることが必要である。 

 

 

 ３．調査・是正措置   

Ⅱ３

（１）① 
（１）調査・是正措置の実効性の確保

（調査・是正措置のための体制整備）

○ 調査・是正措置の実効性を確保す

るため、担当部署には社内における

調査権限と独立性を付与するとと

 ・自浄作用を発揮し、企

業価値の維持向上を

図るためには、調査・

是正措置の実効性を

高めることが必要であ

ることを、具体的に明
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もに、必要な人員・予算等を与える

ことが必要である。 

 

確にしました。 

Ⅱ３

（１）② 
（調査への協力等） 

○ 従業員等は、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

することが必要である。 

 

 （Ⅱ３（１）①と同趣旨） 

Ⅱ３

（１）③ 
（是正措置と報告） 

○ 調査の結果、法令違反等が明らか

になった場合には、速やかに是正措

置及び再発防止策を講じるととも

に、必要に応じ、関係者の社内処分

を行うなど等、適切に対応すること

が必要である。また、さらに必要が

あれば、関係行政機関への報告等を

行うことが必要である。 

 

（是正措置と報告） 

○ 調査の結果、法令違反等が明らか

になった場合には、速やかに是正措

置及び再発防止策を講じるととも

に、必要に応じ、関係者の社内処分

など適切に対応することが必要で

ある。また、さらに必要があれば、

関係行政機関への報告等を行うこ

とが必要である。 

 

 

Ⅱ３

（１）④ 
（第三者による検証・点検等） 

○ 通報対応の状況について、中立・

公正な第三者等による検証・点検等

を行い、調査・是正措置の実効性を

確保することが望ましい。 

 

 （Ⅱ３（１）①と同趣旨） 

Ⅱ３

（１）⑤ 
（担当者の配置・育成等） 

○ 実効性の高い内部通報制度を運

用するためには、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る

ため、必要な能力・適性を有する担

当者を配置するとともに、十分な教

育・研修を行うことが必要である。

特に、通報処理を行う担当者に対

しては、十分な研修等を行うことが

必要である。 

○ 内部通報制度の運営を支える担

当者の意欲・士気を発揚する人事考

課を行う等、コンプライアンス経営

推進に対する担当者の貢献を、積極

的に評価することが適当である。 

 

 

特に、通報処理を行う担当者に対

しては、十分な研修等を行うことが

必要である。 

・内部通報制度の運用

においては、それを担

う担当者の役割が非常

に重要であることから、

必要な能力・適性を有

する担当者の配置、教

育・研修の必要性、当

該担当者に対する正

当な評価の重要性を

明確にしました。 

 （２）調査・是正措置に係る通知   

Ⅱ３

（２）① 
（調査に係る通知） 

○ 調査中は、調査の進捗状況につい

（通知） 

○ 調査中は、調査の進捗状況につい

（「被通報者」は、前掲

の改正案Ⅱ－１（３）①
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て適宜、被通報者（その者が法令違

反等を行った、行っている又は行お

うとしていると通報された者をい

う。）や当該調査に協力した者（以

下「調査協力者」という。）等の信

用、名誉及びプライバシー等に配慮

しつつ、適宜、通報者に通知すると

ともに、調査結果については、可及

的速やかに取りまとめ、通報者に対

して、その調査結果を通知するよう

努めることが必要である。 

 

て適宜、被通報者（その者が法令違

反等を行った、行っている又は行お

うとしていると通報された者をい

う。）や当該調査に協力した者等の

信用、名誉及びプライバシー等に配

慮しつつ、通報者に通知するととも

に、調査結果は、可及的速やかに取

りまとめ、通報者に対し、その結果

を通知するよう努めることが必要

である。 

 

において定義することと

したため、本項では削

除しました。） 

 

Ⅱ３

（２）② 
（是正措置に係る通知） 

○ 是正措置の完了後、被通報者や当

該調査に協力した者調査協力者等

の信用、名誉及びプライバシー等に

配慮しつつ、速やかに通報者に対し

て、その是正結果を通知するよう努

めることが必要である。 

 

（通知） 

○ 是正措置完了後、被通報者や当該

調査に協力した者等の信用、名誉及

びプライバシー等に配慮しつつ、速

やかに通報者に対し、是正結果を通

知するよう努めることが必要であ

る。 

 

 

Ⅱ３

（２）③ 
（通報者等に対する正当な評価） 

○ 通報者や調査協力者（以下「通報

者等」という。）の協力が、コンプ

ライアンス経営の推進に寄与した

場合には、通報者等に対して、例え

ば、経営トップ等からの感謝を伝え

ることにより、組織への貢献を正当

に評価することが適当である。な

お、その際には、窓口担当者を介し

て伝達する等、通報者等の匿名性の

確保には十分に留意することが必

要である。 

 

 ・組織のために、あえて

リスクを冒してまで警鐘

を鳴らした従業員の貢

献を、経営トップ等が

正当に評価することの

必要性を明確にしまし

た。 

 

 Ⅲ．通報者等の保護   

 １．通報に係る秘密保持の徹底   

Ⅲ１

（１）① 
（１）秘密保持の重要性 

○ 通報者の所属・氏名等が職場内に

漏れることは、それ自体が通報者に

対する重大な不利益になり、ひいて

は通報を理由とする更なる不利益

な取扱いにもつながるおそれがあ

る。また、内部通報制度への信頼性

を損ない、経営上のリスクに係る情

報の把握が遅延する等の事態を招

くおそれがある。 

このため、以下のような措置を講

じ、通報に係る秘密保持の徹底を図

ることが重要である。 

 情報を共有する範囲情報共有が

（秘密保持の徹底） 

○ 情報を共有する範囲を限定する

こと、知り得た情報を口外しないこ

と等を各担当者に徹底させること

が必要である。 

・通報者保護の徹底を

図り、自浄作用を健全

に 機 能 さ せ る た め に

は、通報に係る秘密に

ついては、特に慎重な

取扱いが求められる旨

を具体的に明確にしま

した。 

 



10 

許される範囲を必要最小限に限

定する 

こと、知り得た情報を口外しない

こと等を各担当者に徹底させる

ことが必要である。 

 通報者の所属・氏名等や当該事案

が通報を端緒とするものである

こと等、通報者の特定につながり

得る情報は、通報者の書面や電子

メール等による明示の同意がな

い限り、情報共有が許される範囲

外には開示しない 

 通報者の同意を取得する際には、

開示する目的・範囲、氏名等を開

示することによって生じ得る不

利益について明確に説明する 

 何人も通報者を探索してはなら

ないことを明確にする 

 これらのことを、経営幹部及び全

ての従業員に周知徹底する 

 

Ⅲ１

（１）② 
○ なお、実効的な調査・是正措置を

行うために、経営幹部や調査協力者

等に対して通報者の特定につなが

り得る情報を伝達することが真に

不可欠である場合には、通報者から

の上記同意を取得することに加え

て、 

 伝達する範囲を必要最小限に限

定する 

 伝達する相手にはあらかじめ秘

密保持を誓約させる 

 当該情報の漏えいは懲戒処分等

の対象となる旨の注意喚起をす

る 

等の措置を講じることが必要であ

る。 

 

 ・（上記と同趣旨） 

Ⅲ１

（２）① 
（２）外部窓口の活用 

（外部窓口の整備） 

○ 通報者の匿名性を確保するとと

もに、経営上のリスクに係る情報を

把握する機会を拡充するため、可能

な限り事業者の外部（例えば、法律

事務所や民間の専門機関等）に通報

窓口を整備することが適当である。

 

 

 ・通報者の選択肢を増

やし、リスク情報を把握

する機会を拡充するた

め、可能な限り事業者

の外部にも通報窓口を

整備することが適当で

あることを明確にしまし

た。 
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Ⅲ１

（２）② 
（外部窓口担当者の秘密保持） 

○ 通報に係る秘密の保護を図るた

め、 

 外部窓口担当者による秘密保持

の徹底を明確にする 

 通報者の特定につながり得る情

報は、通報者の書面や電子メール

等による明示の同意がない限り、

事業者に対しても開示してはな

らないこととする 

等の措置を講じることが必要であ

る。 

 

 ・外部窓口においても、

秘密保持の徹底を図

ることが重要である旨

を明確にしました。 

 

Ⅲ１

（２）③ 
（外部窓口の評価・改善） 

○ 外部窓口の信頼性や質を確保す

るため、外部窓口の運用状況につい

て、 

 中立・公正な第三者等による点検

 従業員への匿名のアンケート 

等を定期的に行い、改善すべき事項

の有無を把握した上で、必要な措置

を講じることが望ましい。 

 

 ・外部窓口の信頼性等

を担保するための措置

を講じることの必要性

を明確にしました。 

 

Ⅲ１

（３）① 
（３）通報の受付における秘密保持 

（個人情報の保護） 

○ 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、通報を

受け付ける際には、専用回線を設け

る、勤務時間外に個室や事業所外で

面談するなど等の措置を適切に講

じ、通報者の秘密を守ることが必要

である。 

 

○ また、例えば、以下のような措置

を講じ、個人情報保護の徹底を図る

ことが必要である。 

 通報事案に係る記録・資料を閲覧

することが可能な者を必要最小

限に限定する 

 通報事案に係る記録・資料は施錠

管理する 

 関係者の固有名詞を仮称表記に

する 

 

○ なお、通報に係る情報を電磁的に

管理している場合には、さらに、以

 

（個人情報の保護） 

○ 通報の受付方法としては、電話、

FAX、電子メール等様々な手段が考

えられるが、通報を受け付ける際に

は、専用回線を設ける、個室で面談

するなど、通報者の秘密を守ること

が必要である。 

 

・通報者の個人情報に

ついては、特に慎重な

取扱いが求められる旨

を具体的に明確にしま

した。 
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下のような情報セキュリティ上の

対策を講じ、個人情報保護の徹底を

図ることが望ましい。 

 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 

 操作・閲覧履歴を記録する 

 

Ⅲ１

（３）② 
（通報者本人による情報管理） 

○ 通報者本人からの情報流出によ

って通報者が特定されることを防

止するため、自身が通報者であるこ

と等に係る情報管理の重要性を、通

報者本人にも十分に理解させるこ

とが望ましい。 

 

 ・通報者本人が周囲に

伝えた情報が原因で、

通報者が特定されるこ

とを防止するための適

切な措置を講じる必要

性を明確にしました。 

Ⅲ１

（３）③ 
（匿名通報の受付と実効性の確保） 

○ 個人情報保護の徹底を図るとと

もに通報対応の実効性を確保する

ため、匿名の通報も受け付けること

が必要である。その際、匿名の通報

であっても、通報者と通報窓口担当

者が双方向で情報伝達を行い得る

仕組みを導入することが望ましい。

 

 ・通報者が特定されるこ

とを恐れ、重大なリスク

情報の把握が遅れる

事態を避け るために

は、匿名の通報を受け

付けること、また、匿名

の通報であっても実効

性のある対応を確保す

るための方策を講じる

ことが望ましい旨を明

確にしました。 

 

 （４）調査実施における秘密保持   

Ⅲ１

（４）① 
（調査と個人情報の保護） 

○ 通報者等の秘密を守るため、調査

の実施に当たっては、通報者等の特

定につながり得る情報（通報者の所

属・氏名等、通報者しか知り得ない

情報、調査が通報を端緒とするもの

であること等）については、真に必

要不可欠ではない限り、調査担当者

にも情報共有を行わないようにす

る等、通報者等が特定されないよ

う、調査の方法に十分に配慮するこ

とが必要である。 

 

○ 通報者等が特定されることを困

難にするため、調査の端緒が通報で

あることを関係者に認識させない

よう、例えば、以下のような工夫を

講じることが必要である。 

 定期監査と合わせて調査を行う 

 抜き打ちの監査を装う 

 該当部署以外の部署にもダミー

（調査と個人情報の保護） 

○ 調査の実施に当たっては、通報者

の秘密を守るため、通報者が特定さ

れないよう調査の方法に十分に配

慮することが必要である。 

 

・通報に係る秘密につ

いては特に慎重な取

扱いが求められ、調査

の実施に当たっても、

それを徹底するための

適切な措置を講じるこ

とが重要である旨を明

確にしました。 
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の調査を行う 

 核心部分ではなく周辺部分から

調査を開始する 

 組織内のコンプライアンスの状

況に関する匿名のアンケートを、

全ての従業員を対象に定期的に

行う 

 

 ２．解雇その他不利益な取扱いの禁止   

Ⅲ２① （解雇・その他不利益な取扱いの禁

止） 

○ 内部規程や公益通報者保護法の

要件を満たす公益通報や通報を端

緒とする調査に協力（以下「通報等」

という。）をしたことを理由として、

通報者等に対し、解雇・その他不利

益な取扱い（懲戒処分、降格、減給

等）をしてはならない。 

 

（解雇・不利益取扱いの禁止） 

○ 公益通報をしたことを理由とし

て通報者に対し、解雇・不利益取扱

い（懲戒処分、降格、減給等）をし

てはならない。 

 

 

・内部規程等に定める

要件を満たす通報者

及び調査協力者は厳

に保護されるべきこと

を明確にしました。 

 

Ⅲ２② ○ 前項に規定するその他不利益な

取扱いの内容としては、具体的に

は、以下のようなものが考えられ

る。 

 従業員たる地位の得喪に関する

こと（退職願の提出の強要、労働

契約の更新拒否、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） 

 

 ・現行法において禁止さ

れ、保護の対象になる

と解されている不利益

な取扱いの内容を明

確にしました。 

Ⅲ２③ ○ 通報等をしたことを理由として、

通報者等が解雇その他不利益な取

扱いを受けたことが判明した場合、

適切な救済・回復の措置を講じるこ

とが必要である。 

 ・通報者保護の徹底を

図る観点から、事後的

な救済・回復措置を講

じることの必要性につ

いて明確にしました。 
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Ⅲ２④ （違反者に対する措置） 

○ 通報等をしたことを理由として

解雇その他不利益な取扱いを行っ

た者に対しては、懲戒処分その他適

切な措置を講じることが必要であ

る。 

また、通報等に関する秘密を漏ら

した者及び知り得た個人情報の内

容をみだりに他人に知らせ、又は不

当な目的に利用した者についても

同様とすることが必要である。 

 

 ・内部通報制度の実効

性を確保するため、違

反者に対しては、懲戒

処分その他適切な措

置を講じるべきことを明

確にしました。 

Ⅲ２⑤ （予防措置） 

○ 被通報者が、通報者等の存在を知

り得る場合には、被通報者が通報者

等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、上記事項に関する注意

喚起をする等の措置を講じ、通報者

等の保護の徹底を図ることが必要

である。 

 

 ・被通報者が、通報者

等の存在を知り得る場

合には、被通報者に対

してあらかじめ注意喚

起する等の措置を講

じ、通報者保護を徹底

することの必要性を明

確にしました。 

 ３．自主的に通報を行った者に対する

処分等の減免 

  

Ⅲ３ ○ 法令違反等に係る情報を可及的

速やかに把握し、コンプライアンス

経営の推進を図るため、法令違反等

に関与した者が、自主的な通報や調

査協力をする等、問題の早期発見・

解決に協力した場合には、例えば、

その状況に応じて、当該者に対する

懲戒処分等を減免することができ

る仕組みを整備することも考えら

れる。 

 ・各事業において、いわ

ゆる社内リニエンシー

制度を整備することに

より、法令違反等に係

る情報を可及的早期

に把握でき、コンプライ

アンス経営の推進が図

られることを明確にしま

した。 

※（参考） 「社内リニエンシ

ー制度」とは、「従業員に対

し、自主的に違反行為を申

告すれば処分において考

慮する旨を呼び掛け、自主

申告を促す制度」をいう。

（出典：平成 22 年１月 29 日

「競争法コンプライアンス体

制に関する研究会報告書概

要」25 頁） 

 

 Ⅳ．評価・改善等   

 １．フォローアップ   

Ⅳ１① （通報者等に係るフォローアップ） 

〇 また、通報者等に対し、通報等を

行ったしたことを理由とした解雇

その他不利益な取扱いや職場内で

 

また、通報者に対し、通報したこ

とを理由とした不利益取扱いや職

場内で嫌がらせが行われたりして

・単に通報者等へのフォ

ローアップを行うだけ

でなく、問題が認めら

れた場合は、経営幹部

が責任を持って適切な
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嫌がらせが行われたりしていない

か等を確認する等など、通報者等の

保護に係る十分なフォローアップ

を行うことが必要である。その結

果、解雇その他不利益な取扱いが認

められる場合には、経営幹部が責任

を持って救済・回復するための適切

な措置を講じることが必要である。

 

いないか等を確認するなど、通報者

保護に係る十分なフォローアップ

を行うことが必要である。 

 

措置を講じるべきことを

明確にしました。 

 

Ⅳ１② （是正措置に係るフォローアップ） 

○ 事業者は、是正措置等の通報処理

終了後、法令違反等が再発していな

いか、是正措置及び再発防止策が十

分に機能しているかを確認すると

ともに、必要に応じ、通報処理対応

の仕組みを改善することや、新たな

是正措置及び再発防止策を講じる

ことが必要である。 

 

（フォローアップ） 

○ 事業者は、通報処理終了後、法令

違反等が再発していないか、是正措

置及び再発防止策が十分に機能し

ているかを確認するとともに、必要

に応じ、通報処理の仕組みを改善す

ること、新たな是正措置及び再発防

止策を講じることが必要である。 

 

 

Ⅳ１③ （グループ企業等に係るフォローア

ップ） 

○ 関係会社・取引先からの通報を受

け付けている場合において、通報者

等が当該関係会社・取引先の従業員

である場合には、通報に係る秘密保

持に十分配慮しつつ、可能な範囲

で、当該関係会社・取引先に対して、

通報者等へのフォローアップや保

護を要請する等、当該関係会社・取

引先において通報者等が解雇その

他不利益な取扱いを受けないよう、

必要な措置を講じることが望まし

い。 

また、当該関係会社・取引先に対

して、是正措置及び再発防止策が十

分に機能しているかを確認する等、

必要な措置を講じることが望まし

い。 

 

 ・関係会社・取引先等か

らの通報を受け付けて

いる場合には、それら

の従業員や是正措置

等に関しても、上記同

様の措置を講じること

が望ましい旨を明確に

しました。 

 ２．内部通報制度の評価・改善   

Ⅳ２① （評価・改善） 

○ 内部通報制度の実効性を向上さ

せるため、例えば、 

 整備・運用の状況・実績 

 周知・研修の効果 

 従業員等の制度への信頼度 

 本ガイドラインに準拠していな

い事項がある場合にはその理由 

 ・内部通報制度の実効

性を高めるため、経営

幹部のリーダーシップ

の下で、内部通報制度

の整備・運用状況につ

いて適切な点検を定

期的に実施するととも

に、その結果を踏まえ

継続的に内部通報制

度の改善を図っていく

ことの必要性を明確に



16 

 今後の課題 

等について、内部監査や中立・公正

な第三者等を活用した客観的な評

価・点検を定期的に実施し、その結

果を踏まえ、経営幹部の責任の下

で、制度を継続的に改善していくこ

とが必要である。 

 

しました。 

Ⅳ２② （ステークホルダーへの情報提供） 

○ 各事業者における内部通報制度

の実効性の程度は、自浄作用の発揮

を通じた企業価値の維持・向上にも

関わるものであり、消費者、取引先、

従業員、株主・投資家、債権者、地

域社会等のステークホルダーにと

っても重要な情報であるため、内部

通報制度の評価・点検の結果を、Ｃ

ＳＲ報告書やウェブサイト等にお

いて積極的にアピールしていくこ

とが適当である。 

 

 ・ステークホルダーから

の信頼を獲得し、企業

価値の維持向上に資

するため、内部通報制

度に係る整備・運用の

状況を可視化する等、

情報開示に係る適切

な措置を講じることの

必要性を明確にしまし

た。 

 

 


