
行政機関における公益通報者保護制度
の整備運用について
＜説明用資料＞

令和元年10月

消費者制度課



目 次

１．公益通報者保護制度の概要… ３

２．公益通報者保護制度の実効性向上に向けた取組… 12

３．ガイドライン改正・策定の背景… 24

４．各ガイドラインの概要等…38

参考 徳島県における取組･･･42

2



１．公益通報者保護制度の概要
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１．食品偽装やリコール隠しなど、消費者の安全・安心を損う企業不祥事が、組織内部からの通報を契機

として相次いで明らかになった。

２．そこで、事業者の法令遵守を推進し、国民の安全・安心を確保するため、① 事業者内部の違法行為に

ついて通報を行った労働者に対する解雇の無効や不利益な取扱いの禁止、② 公益通報に関し事業者がとるべ

き措置等を定めた「公益通報者保護法」が制定された。

通報を契機として明らかになった主な不祥事の例

事業者概要（時期※） 発端（通報の経路） 不正の内容 是正結果

Ａ社（自動車）
（2000年6月頃）

社員
⇒ 旧運輸省

リコール隠し（リコール届出をせずに
回収・修理を実施）

道路運送車両法違反
⇒ 行政措置、刑事告発

Ｂ病院（大学病院）
（2001年12月）

病院内部
⇒ 大学理事長、患者遺族

医療事故隠蔽、カルテ改ざん 証拠隠滅罪等
⇒ 逮捕

Ｃ社（食品）
（2002年1月）

取引先
⇒ 県警本部

輸入牛を国産牛と虚偽申請し買取代
金を詐取、産地偽装の牛肉を販売

詐欺罪 ⇒ 刑事告発
JAS法等違反 ⇒ 行政措置

Ｄ社（食品）
（2002年3月）

匿名
⇒ 生協

輸入鶏肉を国産と偽装表示して販売 JAS法等違反 ⇒ 行政措置
不正競争防止法違反 ⇒ 逮捕

Ｅ社（化学）
（2002年5月）

匿名
⇒ 東京都食品監視課

違法な原料（アセトアルデヒド等）を使
用した香料を食品メーカーに出荷

食品衛生法違反
⇒ 行政措置

Ｆ社（食品）
（2002年5月）

社員
⇒ 農林水産省

違法な物質（防腐剤）を使用して肉ま
んを製造

食品衛生法違反
⇒ 行政措置

Ｇ社（食品）
（2002年8月）

関係者
⇒ 農林水産省

輸入牛を国産牛と虚偽申請し買取代
金を詐取

詐欺罪
⇒ 刑事告発

Ｈ社（電力）
（2002年9月）

発電所検査業者元社員
⇒ 旧通産省

自主点検作業における修理作業等に
ついての不正記載

電気事業法等違反
⇒ 行政措置

出典：国民生活審議会消費者政策部会公益通報者保護制度検討委員会配布資料（平成15年５月19日付）、上記事案に関連する各新聞報道等

公益通報者保護法の制定の経緯
（2004年６月公布、2006年４月施行）

４

（※）時期は、各企業の第三者委員会報告書や新聞報道等により各事例が明らかになった年を記載。



５

所定の要件に該当する通報を

行った「公益通報者」を、公益通

報をしたことを理由とする解雇そ

の他の不利益取扱いから保護。

・解雇の無効

・不利益取扱いの禁止

・労働者派遣契約の解除の無効

食品偽装やリコール隠しなど、

消費者の安全・安心を損なう企業

不祥事が、事業者内部からの通報

を契機として相次いで明らかに。

そこで、公益通報者の保護を図

るとともに、国民の生命、身体、

財産の保護に係る法令の遵守を図

ることを目的として制定。

（平成16年6月公布、平成18年４月施行）

① 労働者（公務員を含む）が

② 不正の目的でなく

③ 労務提供先について

④ 通報対象事実（※）が

⑤ 生じ又はまさに生じようとする旨を

⑥ 所定の通報先に

⑦ 所定の保護要件を満たして通報

をした場合に公益通報者として保護
（※）刑法、食品衛生法、金融商品取引法、ＪＡＳ法、大気汚染

防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法、その他政令で定
める対象法律（令和元年10月１日現在470法律）に規定する
刑罰規定違反

２．公益通報の対象 ３．公益通報者の保護１．公益通報者保護法の目的

公益通報者
（労働者）

公益通報
（事業者内部への通報）

※内部通報制度

処分等の権限を
有する行政機関

行政機関への通報の保護要件
アに加えて、

イ 通報内容に真実相当性があること

報道機関、消費者団体等
（被害の発生・防止等のた
めに必要と認められる者）

公益通報
（報道機関等への通報）

その他外部への通報の保護要件
ア、イに加えて、

ウ 以下のいずれかの要件を満たすこと

ⅰ内部通報では不利益な取扱いを受けると信ずる
に足りる相当の理由がある場合

ⅱ内部通報では証拠隠滅のおそれがある場合

ⅲ労務提供先から内部及び行政機関へ公益通報を
しないことを正当な理由がなく要求された場合

ⅳ書面により労務提供先に公益通報をした日から
二十日を経過しても、調査を行う旨の通知がな
い場合又は正当な理由がなくて調査を行わない
場合

ⅴ生命・身体への危害が発生する場合

社内窓口
例．
・社内のコンプライ
アンス窓口

・社内のヘルプライ
ン 等

社外窓口
例．
・事業者が予め定め
た法律事務所

・民間専門機関
・事業者団体の共通
窓口 等

公益通報
（行政機関への通報）

内部通報の保護要件
ア 通報対象事実が生じ、又は生ずる

おそれがあると思料すること

国民の生命、身体、財産等の保護に関わる法
律で、本法及び政令で定めた法律に違反す
る「犯罪行為」又は「最終的に刑罰につながる
行為」をいう。

公益通報者保護法の概要①

事 業 者
（行政機関を含む）



６

公益通報者は、他人の正当な利益又は公共の利益

を害することのないよう努めなければならない。

公益通報を受けた事業者は、是正措置を講じたときは、遅

滞なく、通報者に通知するよう努めなければならない。

① 公益通報を受けた行政機関は、必要な調査を行い、法令違反の事実があると認めるときは、法令に基づく

措置その他適当な措置をとらなければならない。

② 通報者が、処分権限等を有しない行政機関に通報したときは、その行政機関は、処分権限等を有する行政

機関を教示しなければならない。

本制度は、労働契約法第16条（解雇権濫用に関す

る一般法理）等の規定の適用を妨げない。

本制度は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由と

する労働者に対する不利益な取扱を禁止する他の法令の

規定の適用を妨げない。
（解釈規定）

第六条 前三条の規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として労働者又は派遣労働者に対して解雇その他不利益な
取扱いをすることを禁止する他の法令（中略）の規定の適用を妨げるものではない。
2 前三条の規定は、労働契約法（中略）第十六条の規定の適用を妨げるものではない。
3 前条第一項の規定は、労働契約法第十四条及び第十五条の規定の適用を妨げるものではない。

（行政機関がとるべき措置）
第十条 公益通報者から第三条第二号に定める公益通報をされた行政機関は、必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象
事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

（他人の正当な利益等の尊重）
第八条 第三条各号に定める公益通報をする労働者は、他
人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努
めなければならない。

（是正措置等の通知）
第九条 書面により公益通報者から第三条第一号に定める公益通報
をされた事業者は、当該公益通報に係る通報対象事実の中止その他
是正のために必要と認める措置をとったときはその旨を、当該公益
通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、当該公益通報者に
対し、遅滞なく、通知するよう努めなければならない。

（教示）
第十一条 前条第一項の公益通報が誤って当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しない行政
機関に対してされたときは、当該行政機関は、当該公益通報者に対し、当該公益通報に係る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を教示しなければならない。

公益通報者保護法の概要②
１．通報者の努力義務 ２．事業者の努力義務

３．行政機関の義務

４．一般法理による保護 ５．他の法令による保護



他の個別の法律（労働基準法等）・一般法理により保護
される範囲

通
報
内
容

保護要件

他の個別の法律・一般法理による保護も
及ぶ

公益通報者保護法による保護の範囲

【参考】公益通報者保護法案に対する附帯決議（抜粋）

「本法の立法趣旨が通報者の利益の保護を拡充・強化

しようとするものであること、及び本法による保護対象

に含まれない通報については従来どおり一般法理が適

用されるものであることを、労働者、事業者等に周知徹

底すること。 」
【通報者保護規定のある他の個別の法律の例】

○労働基準法 ○原子炉等規制法 ○鉱山保安法 等

【労働契約法における関連規定】

○第１４条 権利の濫用と認められる出向命令の無効

○第１５条 権利の濫用と認められる懲戒の無効

○第１６条 権利の濫用と認められる解雇の無効

公益通報者保護法と他の法令との適用関係

７



１．裏付け資料の必要性

証拠がないまま通報しても、通報先に調査・是正措置へ着手させることは難しい。
事業者外部への通報の場合には、通報対象事実の発生について信ずるに足りる相当の理由が必要。

そのため 就業規則の定め等にかかわらず、通報者による一定の資料の持ち出しが正当化されることもある。

○公益通報者保護法（抄）
第三条 公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に掲げる事業者が
行った解雇は、無効とする。

一 略
二 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がある場合
当該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する公益通報

三 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があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報

２．裁判例

通報者に対する不利益取扱い（特に解雇）の有効性が争われる中で、資料収集行為についても判断されること
が多い。

つまり

主に考慮される要素の例
・収集の目的（通報のためであるか、それ以外の目的ではないか）
・収集手段の相当性（通報者がアクセス可能な資料かどうか、収集した資料が必要な範囲内のものといえるか等）
・収集した資料と通報内容との関連性
・事業者に与える損害の程度（収集した資料の財産的価値、収集行為自体から実際に生じた損害の程度等）

各事案における資料収集行為は、解雇の理由となる程度に重大なものといえるか、という観点から判断
されることが多い。

●名古屋高裁金沢支判H28.9.14（資料収集行為の責任が認められた事案）
●広島高裁松江支判H25.10.23（資料収集行為の責任が認められた事案）

【参考裁判例】
●大阪高判H21.10.16（資料収集行為の責任が否定された事案）
●東京地判H19.11.21（判時1994-59頁 資料収集行為の責任が否定された事案）

（参考）公益通報を裏付ける資料収集について
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（特定）適格消費者団体 職場内の不正を知る従業員
からの情報伝達のイメージ

相
談
窓
口

認
定

消費者委員会

○独立した第三者機関
○建議・勧告等を行う

独立行政法人

国民生活センター

地
方
自
治
体

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

○
「消
費
生
活
相
談
員
」

消 費 者 庁
～消費者行政の司令塔・エンジン役～

○情報を一元的に集約し、調査・分析

○情報を迅速に発信して、注意喚起

○各省庁に対する措置要求

○「すき間事案」への対応（勧告等）

○消費者に身近な諸法律を所管・執行

○横断的な制度を企画立案

各

省

庁

～中核的な実施機関～
○支援相談、研修、商品テスト、

情報の収集・分析・提供、広報、ＡＤＲ等

内閣府特命担当大臣（消費者）

建議等

措置要求
・勧告等

情報

支援

建議等

（※） 勧告は内閣総理大臣に対して行う

消費者安全調査委員会
○生命身体事故等の原因を調査

消費者教育推進会議
○消費者教育の推進について議論

内 閣 総 理 大 臣

協
力

公正取引委員会、経済産業局長等に
権限の一部を委任

情報

建議・
勧告

(※)等

相談・苦情
消費者ホットライン
（１８８）経由

助言
あっせん

啓発

相談・
苦情

処分
・指導

情報

従業員等

内部 通報

事

業

者

消

費

者

地
方
自
治
体

処分
・指導

公益通報者保護制度は、①事業者内部における自浄作用による法令遵守
②通報を端緒とした行政機関の法執行力の強化 に資するもの。

（参考）消費者行政の体制における公益通報者保護制度
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１ 「事業者」としての行政機関

職員等から、行政機関内部の法令違反行為に関する通報を受付ける「事業者」としての立場

※ 公務員の任命権者等は、公益通報をしたことを理由として免職その他不利益な取扱いがされることのないよう
公務員法制を適用しなければならない（法第７条）

※ 書面により通報を受けた事業者は是正結果を通報者に通知するよう努める（法第９条）

２ 「権限を有する行政機関」としての行政機関
所管の事業者に勤務する労働者等から、法令違反に関する通報を受付ける「権限を有する行政機

関」としての立場

※ 公益通報を受けた行政機関は必要な調査・適当な措置をとらなければならない（法第10条）

※ 公益通報が誤って権限のない行政機関に対してされたときは権限を有する行政機関を教示しなければならない
（法第11条）

３ 「民間事業者の取組を促進支援する主体」としての行政機関

民間事業者の内部通報制度の整備を促進支援する主体としての立場

※ 各地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内の事業者及び労働者等に対する広報の実施、説明会の開催その
他適切な方法により、法及び「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。以下「民間事業者向けガイドライン」という。）の内容並び
に当該地方公共団体における通報窓口、通報対応の仕組み等について、周知するよう努める。（地方公共団体向
けガイドライン５.⑶① ※国のガイドラインにも同趣旨の規定あり（５.⑶①））

※内部通報制度の整備促進に向けた事業者の取組を支援するため、地方公共団体を含む行政機関等においては、地
方消費者行政推進交付金なども活用し、認証等の取得に係る助成や情報提供・研修を行うなど、事業者の取組
を積極的に支援していくことが必要 （平成28年３月30日「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」（座長：
宇賀克也東京大学教授）第１次報告書より）

10

公益通報者保護制度における行政機関の３つの役割



事 業 者
（行政機関を含む）

公益通報
（行政機関への通報）

公益通報
（その他外部への通報）

報道機関、消費者団体 等

（被害の発生・拡大防止の
ために必要と認められる者）

・国の行政機関向けガイドライン

・地方公共団体向けガイドライン

＜外部の労働者等からの通報＞

（事業者の法令遵守の確保に資する）

民間事業者向けガイドライン

（民間事業者の法令遵守の確保に資する）

・国の行政機関向けガイドライン

・地方公共団体向けガイドライン

＜内部の職員等からの通報＞

（行政機関の法令遵守の確保に資する）

公益通報者保護法に基づく各種ガイドライン

＜公益通報の対象となる
法令違反行為＞

※ 国民の生命、身体、財産等の保護に
関わる法律で、本法及び政令で定めた
法律（令和元年10月１日現在、470
法律）に違反する「犯罪行為」又は
「最終的に刑罰につながる行為」

通報窓口

処分等の権限を
有する行政機関
（捜査機関を含む）

公益通報
（内部通報）

公益通報者
（労働者＜公務員を含む＞）

＜保護の内容＞

・解雇の無効
・不利益取扱いの禁止
・労働者派遣契約の解除
の無効

外部窓口

例．事業者があらかじめ
定めた法律事務所

等

内部窓口

例．社内のコンプライア
ンス窓口 等

11



12

２．公益通報者保護制度の実効性向上
に向けた取組



・事業者における不正発見の端緒： 第１位は内部通報（第２位の内部監査の約1.5倍）

・内部通報制度導入の効果： 違法行為の抑止・自浄作用による是正をあげる割合が高い
（消費者庁調査）

１ 内部通報制度は、事業者が自ら違法行為を発見・是正するために重要

＜事業者＞
・大企業 ： 内部通報制度が機能不全に陥っている事案が発生

（例：大手企業による不正会計事件、性能偽装事件）

・中小企業： 多くの事業者において内部通報制度が設けられていない
（中小企業の設置率：約40％※） ※従業員数101～300人の企業

＜行政機関＞
・国等 ： 通報に対する不適切な対応が認められる

（例：通報の放置、不適切な調査、通報に係る秘密の漏洩）

・市区町村： 通報窓口の設置が十分に進んでいない
（市区町村の窓口整備率：内部 約50％、外部 約30％）

３ 制度の実効性は十分とはいえない

2 通報は行政機関における法執行の端緒情報として極めて有用

13

・各行政機関において、年間約8,000件の通報を受理

5,000件以上で是正措置 （本法の施行状況調査）

公益通報者保護制度の実効性向上の必要性



7.4

5.8

6.5

7.2

8.8

11.4

31.5

37.6

58.8

0 10 20 30 40 50 60

その他

行政機関による調査

偶然

外部監査

従業員に対するアンケート調査

取引先や一般ユーザーからの情報

上司による日常的なチェック

内部監査

内部通報

不正発見の経緯
（複数回答、単位％）

24.2

30.4

43.3

43.3

49.4

0 10 20 30 40 50

株主や取引先等に対するアピール

内部規程に基づく適切な通報対応

の確保

従業員が安心して通報できる環境

整備

自浄作用による違法行為の是正機

会の拡充

違法行為への抑止力として機能

内部通報制度を導入した効果
（複数回答、単位％）

導入の効果として、違法行為の抑止や
自浄作用の向上を挙げる事業者が多い。

不正発見の端緒の第１位は、内部通報。
内部監査の約1.5倍に上る。

通常の問題発見ルートでは容易に発覚し難い不正も多い。
内部通報制度は、リスクの早期把握や自浄作用の向上に大いに寄与。

出典:「平成28年度 民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書」（消費者庁）

内部通報制度の効果内部通報制度の効果

14



事業者内の不正を知りうる立場にある労働者等からの通報は、行政機関
の法執行力の向上を通じて、事業者の法令遵守の確保に資する。

出典:「平成29年度行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査」（消費者庁）

（注）前年度に受理し、平成29年度に対応した事案を含むため、是正措置件数が受理件数を上回ることがある。

内部通報制度の効果外部の労働者からの公益通報の受理件数等

15

受理件数・是正措置件数の推移 受理件数・是正措置件数の主な内訳（注）

（法律別、平成30年3月31日時点）

4102
4285

4598
4956

7884

3107 3200 3331
3563

5076

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

受理件数 是正措置件数

対象法律 受理件数 是正件数

労働基準法、労働安全衛生法等
労働基準監督署が通報先となる法律

7,083 4,466

最低賃金法 426 333

介護保険法 56 54

雇用保険法 49 19

不当景品類及び不当表示防止法 28 14

特定商取引に関する法律 23 0

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律 19 10

食品衛生法 17 17

職業安定法 17 15

医療法 13 7



事業者
（不正発覚時期）

発端
（主な通報経路）

不正の概要 対応等

Ａ社
（H19(2007)）

匿名
⇒ 保健所

賞味期限切の商品を販売
店頭から回収した商品を再利用

ＪＡＳ法・食品衛生法違反
⇒ 行政処分

Ｂ社
（H23(2011)）

匿名
⇒ ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ

巨額の損失を隠し決算を粉飾 金融商品取引法違反
⇒ 役員らを逮捕・起訴（有罪）

Ｃ社
（H23(2011)）

子会社役員
⇒ 親会社

会長が個人的負債補填のために子会社から巨額借入れ 会社法違反（特別背任罪）
⇒ 役員を逮捕・起訴（有罪）

Ｄ社
（H27(2015)）

従業員
⇒ 勤務先

免震ゴム（地震の揺れを吸収するため建築材）の性能に係
る虚偽の検査成績書を作成

建築基準法違反
⇒ 免震材料適合認定取消
不正競争防止法違反
⇒ 法人を起訴

Ｅ社
（H27(2015)）

匿名
⇒ 証取委

不正会計処理（虚偽記載） 金融商品取引法違反
⇒ 課徴金納付命令（73億円）

Ｆ財団
（H27(2015)）

匿名
⇒ 厚労省

国の承認と異なる製法で血液製剤を製造 医薬品医療機器法違反
⇒ 業務停止命令（110日間）

Ｇ社
（H28(2016)）

下請の従業員
⇒ G社

空港滑走路地盤改良工事の液状化防止薬液の注入量の
データを改竄し国交省に報告

建設業法違反
⇒ 25日間の営業停止処分

Ｈ社
（H28(2016)）

（国交省の指示による
調査）

燃費・排ガス試験に係る不正
（国の定めと異なる方法で測定）

道路運送車両法違反
⇒ 行政指導

Ｉ社
（H28(2016)）

（稟議書の不備を上司
が指摘）

書類を改竄し、条件を満たさない企業に低利融資 不適切な業務運営
⇒ 行政処分（業務改善命令）

➢ 国民生活の安全安心等を損なう近時の企業不祥事において、
内部通報制度の機能不全等が指摘された事案が散見。

➢ 内部通報制度が機能していれば、問題の早期発見と自浄作用に
より、安全安心、信頼、企業価値等が守られた可能性がある。

内部通報制度の機能不全が指摘された主な事例（法施行後）

16
（備考）・各企業の第三者委員会報告書や報道等を基に作成。

・時期は、各企業の第三者委員会報告書や新聞報道等により各事例が明らかになった年を記載。



通報を受けた行政機関においても、通報の放置、不適切な調査、通報に係る秘密の漏
えい等の不適切な対応が散見される。

通報を受けた

行政機関（時期）
主な通報経路 不適切な通報対応の種別及び概要

Ａ省（2010年）
団体職員

⇒ Ａ省
○通報の放置

通報から約１年４か月経過後に公益通報の受理通知

を発出、その約２か月後に法違反の是正指導

Ｂ市（2013年）
匿名通報者

⇒ Ｂ市
○不適切な調査

通報事実について責任を問われる立場にある者が、被

通報者に対して聞き取りをしたのみで調査を終了

Ｃ区（2013年）
民間事業者従業員

⇒ Ｃ区保健所

○不適切な調査
○通報に係る秘密

の漏えい

調査実施時に、被通報者に対し、当該調査が通報を契

機としたものであることを漏えい

Ｄ省（2014年）
医療研究プロジェクト研究員

⇒ Ｄ省

○通報に係る秘密
の漏えい

通報者からの通報内容が記載されたメールを被通報

者に転送

Ｅ県、Ｆ省（2014年）
県立病院医師

⇒ Ｅ県、Ｆ省
○通報の放置 通報後、２年以上経過した後に調査を開始

Ｇ省（2014年）
国立大学准教授

⇒ Ｇ省

○通報に係る秘密
の漏えい

被通報者に対し、通報者の氏名を漏えい

Ｈ省（2016年）
民間事業者従業員

⇒ Ｈ省

○通報に係る秘密

の漏えい

通報者からの聞き取り内容を記した文書を不正行為の

被害会社に手交、後日、被通報会社にも漏えい

Ｉ市（2017年）
民間事業者従業員

⇒ Ｉ市

○通報に係る秘密
の漏えい

被通報者に対し、通報者の氏名を漏えい

Ｊ県（2018年）
民間事業者従業員

⇒ Ｊ県
〇通報の放置

内部規程に基づく所定手続を行わず、通報事案を放置

（通報から約１年後に通報者からの問合せで発覚）

（備考）・各行政機関の第三者委員会報告書や新聞報道等を通じて明らかになった主な事例を掲載。
・時期は、各行政機関の第三者委員会報告書や新聞報道等により各事例が明らかになった年を記載。

行政機関が不適切な対応を行った主な事例（法施行後）
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・平成16年６月 公益通報者保護法成立（平成18年４月施行）

・平成22年６月 消費者委員会「公益通報者保護専門調査会」開催
～平成23年２月 ⇒制度の運用状況等に関する更なる実態把握の必要性について提言。

（制度の運用状況等に関する実態調査、有識者等からの意見聴取等を実施）

・平成27年３月 「消費者基本計画」閣議決定
⇒公益通報者保護制度の「見直しを含む必要な措置の検討を早急に行った上で、検討結果
を踏まえ必要な措置を実施」する。

・平成27年６月 消費者庁「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」開催

～平成28年12月

⇒民間事業者向けガイドラインの改正（H28年12月）
国の行政機関向けガイドラインの改正（H29年３月)
地方公共団体向けガイドラインの策定（H29年７月）等を実施

・平成30年１月 内閣総理大臣の諮問を受け、消費者委員会「公益通報者保護専門調査会」開催
～同年12月 ⇒「公益通報者保護専門調査会報告書」を答申

・平成31年１月 消費者庁「公益通報者保護専門調査会報告書」に関する意見募集実施
～同年３月

・平成31年２月～ 内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）の開始

公益通報者保護制度の実効性向上（検討の経緯）
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・更なる立法事実の蓄積を待って、今後、必要に応じて検討。

・対象となる法律を特定目的の法律に限定しない場合には、対象となる法律を列挙する方式を取りやめるべき。（※１）

・法制的・法技術的な観点から整理を行い、一定の分野の法律について、その性質等から公益通報者保護法の対象外とする必
要性があると考えられる場合には、対象外となる法律のみを列挙する方式（ネガティブ・リスト）を採用すべき。

消費者委員会 公益通報者保護専門調査会 報告書（概要）

・退職者を不利益取扱いから保護する通報者の範囲に含めるべき。

・保護の対象とする退職者の範囲については、期間制限を設けないことが望ましいが、退職後一定期間内の者に限定する場合に
は、法制的・法技術的な観点から整理を行い、実態等に照らして合理的な期間を設定すべき。

通
報
者
の
範
囲

（２）役員等

（３）取引先等

事業者

通
報
対
象
事
実
の

範
囲

（１）刑事罰の
担保による

限定

（４）条例

・役員等を不利益取扱いから保護する通報者の範囲に含めるべき。

・保護の対象とする役員等の範囲について、法制的・法技術的な観点から整理を行い、合理的な範囲の役員等を不利益取扱い
から保護する通報者の範囲に含めるべき。

・役員等の解任については、例えば会社法上の役員のように、根拠法において解任に理由が不要とされている例もあり、一律に
公益通報を理由とする解任を不利益取扱いとして位置付けることは、今後、必要に応じて検討。

・他の法令で正当な理由のない解任に対して損害賠償請求が予定されている場合には、公益通報を理由とする解任に対し、損害
賠償を請求することができることとすべき。

・今後、必要に応じて検討。

・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、通報対象事実の範囲に追加すべき。（※１）

・過去に役員等であった者については、どのような保護要件を課すのかという点も踏まえ、今後、必要に応じて検討。

・過去に取引先等事業者であった者については、更なる立法事実の蓄積を待って、今後、必要に応じて検討。

・法目的による限定を外すことに賛成する意見が多かった。

・現行法でも「その他の利益」という広範な文言を含んでおり、実質的な限定として機能しているのか明らかでなく、まずは法目的
による限定がどのような意味を有するのかを精査した上で、法制的・法技術的な観点から整理を行うべき。

（２）法目的に

よる限定

（３）規定の
方式

（１）退職者

・更なる立法事実の蓄積を待って、今後、必要に応じて検討。

（４）役員等、
取引先等

事業者で
あった者

（５）その他の
通報者

Ｐ１３

Ｐ１４

Ｐ１５

Ｐ１６

Ｐ１６

Ｐ１６

Ｐ１７

Ｐ１８

Ｐ１８
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・現時点では、切迫性の要件を維持。

・緩和について、今後、必要に応じて検討。

○ 真実相当性の要件

・現時点では、真実相当性の要件を維持。

○ 特定事由

・事業者が内部通報体制の整備義務を履行していない場合につき、客観的・外形的に判断可能な要件について法制的・法技術
的な観点から整理を行い、当該要件を特定事由に追加することで、おおむね合意。

・財産に対する危害のうち、例えば回復の困難性が認められるなど、一定のものについて、法制的・法技術的な観点から整理を
行い、第３条第３号ホにおいて保護の対象とすべき。

・現時点では、権限を有する行政機関に対する通報後一定期間が経過したにもかかわらず、当該行政機関が通報に対応しない
場合を追加する必要はない。

・これまでに集積された通報を裏付ける資料の収集行為に関する裁判例を整理・分析し、当該収集行為に関する責任の有無につ
いての実務上の運用の周知を進めるべき。

（２）３号通報

○ 退職者

・労働者のものよりも保護要件を加重する必要はない。

○ 役員等

・原則として事業者の内部で是正措置を前置することを保護要件とすべき。

・第３条第３号ホに該当する事由が存する場合には、例外的に内部での是正措置の前置を不要とすべき。

・同号ロに該当する事由が存する場合にも、内部での是正措置の前置を不要とすべきとの意見もあり、法制的・法技術的な観点
から整理を行い、適切に例外を定めるべき。

通報を裏付ける資料の

収集行為

外
部
通
報
の
保
護
要
件

・２号通報における真実相当性の要件を緩和すべきとのことで、おおむね合意。 （※１）

・１号通報の保護要件との差を維持しつつ、真実相当性の要件を他の要件に置き換えるか、又は一定の事由に該当する場合に
は真実相当性を不要とすることで、おおむね合意。 （※２）

・具体的な緩和の方法については、法制的・法技術的な観点から整理を行うべき。

切迫性の要件

（３）通報者の

範囲の

拡大

（１）２号通報

消費者委員会 公益通報者保護専門調査会 報告書（概要）

Ｐ１９

Ｐ２０

Ｐ２２

Ｐ２３

Ｐ２３
20



・現時点では、一律に守秘義務を負わせる必要はない。

（２）外部通報

対応体制

・規模にかかわらず、外部通報対応体制の整備を義務付けるべき。

・①外部通報受付窓口の設置など、外部通報を受け付ける運用、②外部通報受付窓口を対外的に周知する運用、③通報者を特
定可能な情報の共有を必要最小限の範囲にとどめる運用が機能するような体制の整備を求めるべき。

・新たに公益通報者保護法に基づき指針を策定することとし、当該指針の中で、上記①から③が機能する体制として考えられる
具体例を示すとともに、各行政機関ごとの事情に応じて柔軟な体制を取り得ることを示すべき。

通
報
体
制
の
整
備

守
秘
義
務

（１）１号通報

先

（２）２号通報

先

（３）３号通報

先

・公益通報に関する秘密や個人情報の漏えいが、公務員法上の守秘義務等、既に講じられている法律上の措置に抵触し得ること
を周知。

・公益通報者保護法でも守秘義務を課すことについては、更なる立法事実の蓄積を待って、今後、必要に応じて検討。

（１）内部通報

体制

○ 民間事業者

・民間事業者に内部通報体制の整備を義務付けるべき。但し、常時雇用する労働者の数が３００人以下の民間事業者については、
事務負担等を勘案し、努力義務とすべき。

・①内部通報受付窓口の設置など、内部通報を受け付ける運用、②内部通報受付窓口を組織内で周知する運用、③通報者を特
定可能な情報の共有を必要最小限の範囲にとどめる運用、④公益通報をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いを禁止す
る運用が機能するような体制の整備を求めるべき。

・新たに公益通報者保護法に基づき指針を策定することとし、当該指針の中で、上記①から④が機能する体制として考えられる
具体例を示すとともに、その組織ごとの事情に応じて柔軟な体制を取り得ることを示すべき。

・内部通報体制の整備義務を履行していない事業者に対する行政措置を導入すべき。

・通報を理由として通報者に不利益取扱いをした事業者に対する行政措置と一体的に運用されることが想定されることに鑑み、行
政措置の種類は、同様に、助言、指導、勧告及び公表とすべき。 （※１）

○ 行政機関

・規模にかかわらず、内部通報体制の整備を義務付けるべき。

・通報窓口の担当者その他通報対応に関する業務に携わる者に守秘義務を課すことについては、現時点で様々な意見があるが、
まずは事業者における内部通報体制の整備義務として、通報者を特定可能な情報の共有を必要最小限の範囲にとどめる運用を
求めること（事業者としての守秘義務）とし、担当者個人の守秘義務の法定については、今後、必要に応じて検討。

（参考）

・守秘義務の対象となる情報の範囲については、通報者個人を特定し得る情報とすることが考えられる。

・守秘義務を課すとしても、調査の必要性等との関係で適切に例外を設定することが考えられる。

・守秘義務違反に対して行政措置を行う仕組みや、刑事罰を規定することについては、実効性の確保等の観点から、今後、必要
に応じて検討。

消費者委員会 公益通報者保護専門調査会 報告書（概要）

Ｐ２４

Ｐ２８

Ｐ２９

Ｐ３１

Ｐ３１
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・２号通報の通報先を一元的窓口や権限を有しない行政機関へ拡張することは、今後、必要に応じて検討。

・外部通報対応体制の整備の具体的な方策も踏まえ、現行法の規定の範囲内で対応できるかどうかについて法制的・法技術的
な観点から整理を行い、対応できない場合には、権限を有する行政機関があらかじめ指定した者を通報先に加えるべき。

・現時点では、限られた行政資源の中で、一元的窓口における相談体制、情報提供の充実を図り、既存のＡＤＲの活用等によって
対応を図っていくべき。

不利益取扱いに関する

紛争解決手続

不利益取扱いに対する

行政措置

・不利益取扱いに対する抑止の観点から、通報を理由として通報者に不利益取扱いをした事業者に対する行政措置を導入すべ
き。

・行政措置の種類としては、助言、指導を行うほか、重大かつ悪質な事案を対象に勧告を行い、勧告に従わない場合には公表を
行うことができることとすべき。 （※１）

・命令制度まで導入することについては、今後、必要に応じて検討。

・命令制度の導入を前提とした刑事罰（間接罰）を導入することについては、今後、必要に応じて検討。
不利益取扱いに対する

刑事罰

２号通報として

保護の対象となる

通報先の拡張

・各行政機関の通報窓口において引き続き通報を受け付けて対応する体制を維持しつつ、当該窓口を補完するものとして、行政
通報の一元的窓口を消費者庁に設置すべき。

・体制整備を図りつつ、以下の機能を担うべき。

（１）消費者庁の既存の事務であり、今後、機能を拡充するもの

① 公益通報に関する一般的な情報提供や相談対応については、これまでの公益通報者保護制度相談ダイヤルにおける対応
の一層の充実を図る。

② 引き続き、法の施行状況調査を実施し、地方自治体も含む通報件数や通報への対応状況を把握するほか、全府省庁の幹
部級職員を構成員とする連絡会議の枠組みを活用しつつ、体制整備や職員への周知等の取組のフォローアップを行う。

③ 公益通報を理由とする不利益取扱いを受けた者に対する情報提供や相談体制の充実を図るほか、公益通報者のニーズに
沿った紛争の解決に適した手続を説明する。

（２）一元的窓口として新たな機能を付与するもの

① 今後、権限を有する行政機関の特定が通報者にとって難しい通報事案については、通報者からの相談がなされた場合に、
一元的窓口が各行政機関と連携しつつ、権限を有する行政機関を特定 し、通報者に教示する。

② 今後、行政機関の不適切な対応（不当に通報を受理又は教示しない場合、明白に通報を放置された場合、秘密情報を漏洩
された場合等）があった旨の通報者の苦情を受け付け、当該行政機関に事実関係を個別に確認するなどした上で、必要が
あると認めた場合、当該行政機関に注意喚起するなどして適切な対応を求める。

一元的窓口

消費者委員会 公益通報者保護専門調査会 報告書（概要）

Ｐ３２

Ｐ３３

Ｐ３４

Ｐ３５

Ｐ３５ 22



・通報から一定期間内に行われた解雇につき、当該解雇が通報を理由とすることの立証責任を事業者側に転換することについて
は、現時点で様々な意見があり、今後、必要に応じて検討。

（２）その他の

不利益

取扱い

・行政機関の負担の程度や、その負担に見合うだけの法令の遵守が図られるか等も踏まえ、今後、必要に応じて検討。

そ
の
他
の
論
点

（１）調査措置

義務の

対象

（２）通報者の

探索及び

通報妨害

（３）通報者へ

のフィード

バック

・通報者への通知を法的義務とすることについて、今後、必要に応じて検討。

・労務管理実務への影響の内容、程度等について、更なる検討が必要であり、今後、必要に応じて検討。

・通報者が、不利益取扱いから保護される要件を満たしている場合、通報したことを理由として損害賠償責任を負わないとする規
定を設けるべき。

・通報者の探索や通報妨害に関して別途規定を設けることについて、今後、必要に応じて検討。

通報行為に伴う

損害賠償責任

通報行為に伴う

刑事責任

・必要性や規定の内容について、更なる検討が必要であり、現時点では、通報行為に伴う刑事責任を免責する規定を設ける必要
はない。

（１）解雇立
証
責
任
の
緩
和

消費者委員会 公益通報者保護専門調査会 報告書（概要）

※１については、反対意見あり。※２については、一定条件を前提に合意する意見あり。詳細は、本文参照。

Ｐ３５

Ｐ３６

Ｐ３６

Ｐ３７

Ｐ３７

Ｐ３７

Ｐ３８
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３．ガイドライン改正・策定の背景
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（平成16年6月11日 参議院内閣委員会

附帯決議（抜粋））

四 事業者及び行政機関において、通報を

しようとする者が事前に相談できる窓口が

整備されるよう促進すること。

また、公益通報を受けた事業者及び行政

機関が、通報対象事実についての調査結果

及び是正措置等を公益通報者に通知するよ

う、公益通報受付体制の整備を図ること。

「国の行政機関向けガイドライン」とは・・

公益通報者保護法の公布（平成16年６月）・施行（平成18年４月）に伴い、国
の行政機関において、外部の労働者及び内部の職員等からの通報を適切に取り扱う

ため、各行政機関が取り組むべき基本的事項を定めた指針（地方公共団体も本ガイ

ドライン等を参考にしつつ、所要の体制整備等を行うことが求められた）。

本法成立時の国会附帯決議において、行政機関の通報受付体制の整備が求められ

ている。

25

行政機関向けガイドラインの位置付け

（平成16年5月21日 衆議院内閣委員会

附帯決議（抜粋））

三 公益通報を受けた行政機関が取るべき

対応について、ガイドラインの作成等によ

り、公益通報者に対する調査結果の通知等

適切な対応を確保すること。

八 本法の運用に当たっては、通報をしよ

うとする者が事前に相談できる場が必要で

あることから、国、地方を通じて行政機関

における通報・相談の受付窓口の整備・充

実に努めること。



ガイドライン改正・策定の背景

3．検討会報告書等
 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（H28年３月30日 座長：宇賀克也

東大教授）

「国の行政機関の通報処理ガイドライン（中略）を改正することが適当である」

「市区町村が通報・相談窓口を整備し、円滑、適切に通報制度を運用できるよう、地方公
共団体向けのガイドラインを制定することが適当である」

 消費者基本計画工程表（H28年７月19日 消費者政策会議（会長 内閣総理大臣）決定）

「第１次報告書を踏まえ（中略）、行政機関の更なる取組を促進するため、国の行政機関
向けガイドラインの改正、地方公共団体向けガイドラインの検討等を可及的速やかに行う」

これらを受け、消費者庁において原案を作成し、所要の調整を経た上で、平成29年３月に国の
行政機関向けガイドラインを改正、平成29年７月に地方公共団体向けガイドラインを策定 26

２．通報を受けた行政機関における不適切な対応等
 近時、通報を受けた行政機関において不適切な対応がなされた事案が認められる（行政機

関による通報の放置、通報事案の不適切な調査、通報に係る秘密等の漏えい等）
 府省庁・都道府県・市区町村別の通報窓口の整備状況を見ると、市区町村における通報窓

口の設置が進んでいない状況にある

１．行政機関における公益通報者保護制度の整備運用の重要性
 行政機関に対する内部の職員等からの通報：

➢内部監査機能の強化、組織の自浄作用の向上に寄与

 行政機関に対する外部の労働者等からの通報：

➢事業者に対する行政の監督機能の強化、事業者の法令順守の確保に寄与



【想定事例の概要】
① プロジェクトの研究チームの一員Ｘが、研究データが改

ざんされていることを、プロジェクトを所管する国の行
政機関Ｂへ通報。

② Ｂは、研究チームの責任者Ｃへ、Ｘからの実名入り通報
メー ルをそのまま転送し、「チーム内で対応していただ
きたい」と指示したのみで、自らは調査を実施せず。

③ 研究チームの責任者ＣはＢに対し、「誤記を後で訂正し
ただけ。問題なし。」と報告。Ｘについてはマスコミに
名前を伝えてＸの性格を批判。

【不適切な点】

１．通報をそのまま被通報者へ伝達

⇒通報者の匿名性の確保が害される

２．権限を有する行政機関として調査を実施せず

⇒不適切な調査手法（調査を被通報者へ丸投げ）

① 権限を有する
行政機関へ通報

② 通報メール
をそのまま転送

行政機関Ｂ

研究員Ｘ

研究チーム

③ マスコミへ
実名を伝え批判

（参考）国の行政機関／地方公共団体の通報対応に関するガイドライン（外部の労働者等からの通報）における関係箇所

２．（４）秘密保持及び個人情報保護の徹底
② 通報又は相談への対応に関与した者は、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ては
ならない。

３．（２）調査の実施
① 各行政機関において通報を受理した後は、必要な調査を行う。
② 調査の実施に当たっては、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう
十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行う。

研究チーム責任者Ｃ

法令違
反行為

行政機関による不適切な通報対応の例①：匿名性が害される例
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【想定事例の概要】
① 従業員Ｘが、勤務先である事業者Ｃの不正な行為を、Ａ

市保健所へ通報。
② Ａ市保健所が事業者Ｃへ立入検査を実施。
③ 立入検査の際、Ａ市担当職員Ｂは、事業者Ｃの責任者に

対し、通報を契機に検査を実施している旨を説明。また、
通報者から指摘を受けた事項を中心に検査を実施。

④ 事業者ＣはＸを即日解雇。

【不適切な点】

１．調査の実施が、通報を端緒とすることを事業者Ｃに伝達

⇒通報に関する秘密の漏洩（通報者の特定につながりうる）

２．通報者から指摘を受けた事項を中心に検査実施

⇒不適切な調査手法（通報者の特定につながりうる）

① 権限を有する
行政機関へ通報

② 立入検査
実施

Ａ市保健所

従業員Ｘ

事業者Ｃ

③ 解雇

（参考）国の行政機関／地方公共団体の通報対応に関するガイドライン（外部の労働者等からの通報）における関係箇所
２．（４）秘密保持及び個人情報保護の徹底
① 通報又は相談への対応に関与した者（通報又は相談への対応に付随する職務等を通じて、通報又は相談に関する秘密を知り
得た者を含む。以下同じ。）は、通報又は相談に関する秘密を漏らしてはならない。

③イ．通報者等の特定につながり得る情報（通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、調査が通報を端緒としたものであるこ
と、通報者等しか知り得ない情報等を含む。以下同じ。）については、調査等の対象となる事業者に対して開示しないこと

３．（２）調査の実施
② 調査の実施に当たっては、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう
十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行う。

４．（１）通報者等の保護
各行政機関は、正当な理由なく、通報又は相談に関する秘密を漏らした職員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職員に対し、懲戒処分その他適切な措置をとる。

行政機関による不適切な通報対応の例②：不適切な調査の例

法令違反
行為
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①

匿
名
通
報

【想定事例の概要】

① Ａ市教育委員会公益通報窓口へ、Ａ市立学校の体育科

教員による生徒への体罰について、匿名の通報あり。

② Ａ市教育委員会は学校長Ｂへ、調査を指示。

③ Ｂは当該教員を含む体育科教員全員へ口頭で聞き取りを

実施。「体罰なし」との回答を得て、即日調査を終了。

④ ＢはＡ市教育委員会へ「事実確認できず」と報告。

【不適切な点】

1. 通報内容について責任を問われる立場の者（学校長Ｂ）の

みに調査を指示

⇒不適切な調査、利益相反関係

２．不正が疑われる者及び特定の関係者側からの聞き取りのみ

を実施し、生徒や保護者側からの聞き取りは未実施

⇒不適切な調査、是正措置、再発防止策の不徹底

② 調査を指示

匿名通報者

Ａ市教育委員会

④ 調査結果を報告

行政機関による不適切な通報対応の例③：利益相反が疑われる例

調査を実施し、不正行
為を是正する立場

vs
不正行為について監督
責任を問われる立場

（参考）国の行政機関／地方公共団体の通報対応に関するガイドライン（内部の職員等からの通報）における関係箇所
２．（５）利益相反関係の排除
① 各行政機関の職員は、自らが関係する通報事案の対応に関与してはならない。
② 各行政機関は、通報対応の各段階において、通報事案への対応に関与する者が当該通報事案に利益相反関係を有していない
かどうかを確認するものとする。

３．（２）調査の実施
③ 調査の方法、内容等の適正性を確保するとともに、調査の適切な進捗を図るため、通報対応の仕組みの整備及び運用に責任

を有する幹部等が調査について適宜確認を行う等の方法により、通報事案を適切に管理する。
３．（４）調査結果に基づく措置の実施等

各行政機関は、調査の結果、法令違反等の事実が明らかになったときは、速やかに是正措置、再発防止策等（以下
「是正措置等」という。）をとるとともに、必要があるときは、関係者の処分を行う。

Ａ市立学校
学校長Ｂ

Ａ市立学校
体育科教員

法令違反
行為

③ 調査実施
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【想定事例の概要】
① 【通報事実】Ａ庁がＢ社に工事を発注し、Ｂ社がＣ社に

工事現場の警備を発注したところ、Ｃ社が費用を水増し
してＢ社に過大請求。この事実をＣ社の従業員ＸがＡ庁
に電話で通報。

② Ａ庁は、従業員Ｘの聞き取り記録をＢ社に手交。その際、
通報者の氏名と連絡先は黒塗りにしたが、社内での行動
の記録や在社期間などはそのまま記載されていた。

③ 後日、Ｃ社も②の記録を入手し、他の情報と照合して通
報者を特定。その後、従業員Ｘは異動となった。

【不適切な点】

他の情報と照合することで通報者等の特定につながり得る
情報を記載したまま文書を開示

⇒通報に関する秘密の漏洩（通報者が特定されうる、通報

の萎縮を招くおそれもあり）

（参考）国の行政機関／地方公共団体の通報対応に関するガイドライン（外部の労働者等からの通報）における関係箇所

２．（４）秘密保持及び個人情報保護の徹底

③イ．通報者等の特定につながり得る情報（通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、調査が通報を端緒としたものである

こと、通報者等しか知り得ない情報等を含む。以下同じ。）については、調査等の対象となる事業者に対して開示しな

いこと（通報対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、ウ．に規定する同意を取得して開示する場合を除

く。）

ウ．通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、通報者等の書面、電子メール

等による明示の同意を取得すること

行政機関による不適切な通報対応の例④：通報の秘密の漏洩の例
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【想定事例の概要】
① A庁職員が、 A庁の内部通報窓口である弁護士のコンプ

ライアンス委員（コンプラ委員）に通報メール
② コンプラ委員が通報メールを公益通報担当課に転送。

メール本文には通報者の個人情報は伏せられていたが、
添付ファイルには個人情報があり、気付かず転送。

③ 公益通報担当課が通報メールを関係部局に転送。
同担当課も添付ファイルの個人情報に気付かず転送。

④ 関係部局の職員が通報者の氏名と所属に気付く。

【不適切な点】

コンプライアンス委員、担当課職員とも、通報に係る情報を
他者に共有する際、通報者の特定につながる情報の確認を
怠った。

⇒通報に関する秘密の漏洩（通報者が特定されうる、その

後の組織内における通報の萎縮を招くおそれもあり）

（参考）国の行政機関／地方公共団体の通報対応ガイドライン（内部の職員等からの通報）における関係箇所

２．（４）秘密保持及び個人情報保護の徹底

③ 各行政機関は、通報又は相談に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、通報対応の各段階（３．に規定する

もののほか、相談及び通報対応終了後の段階を含む。以下同じ。）において遵守すべき事項をあらかじめ取り決めて、通報

又は相談への対応に関与する者に対して十分に周知するものとする。この場合、「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。以下「民間事業者向けガイド

ライン」という。）Ⅲ．１．に掲げる通報に係る秘密保持の徹底を図るための各種方策等を十分に踏まえた上で、当該行政

機関の実情に応じて最も適切と考えられる方法により行うものとする。

※民間事業者向けガイドラインⅢ．１．

① …通報者の特定につながり得る情報は、通報者の…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

行政機関による不適切な通報対応の例⑤：通報の秘密の漏洩の例

31

A庁
職員

Ａ庁窓口
コンプラ委員
（弁護士）

公益通報担当課

関係課

②メール転送

①通報
（メール）

③メール転送

通報者の特定に
つながる情報
通報者の特定に
つながる情報



【想定事例の概要】
① 通報者がＡ市にFAXで通報。
② Ａ市の担当者が通報受領後、所定の手続を行わなかった。
③ 約１年後に通報者がＡ市に問い合わせて放置が発覚。

（参考）国の行政機関／地方公共団体の通報対応に関するガイドライン（外部の労働者等からの通報）における関係箇所

３．（１）通報の受付と教示

② 各行政機関において通報を受け付けたときは、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、通報者の氏名及

び連絡先（匿名による通報の場合を除く。）、通報の内容となる事実等を把握するとともに、通報に関する秘密は保持さ

れること、個人情報は保護されること、通報受付後の手続の流れ等を、通報者に対し説明する。（以下略）

③ ②において、書面、電子メール等、通報者が通報の到着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

通報者に対して通報を受領した旨を通知するよう努める。

⑤ 各行政機関において通報を受け付けた後は、法及び本ガイドラインの趣旨並びに当該行政機関が有する法令上の権限及び

所掌事務を踏まえて当該通報に対応する必要性について十分に検討し、これを法に基づく公益通報又はそれに準ずる通報

等として受理したときは受理した旨を、受理しないとき（情報提供として受け付けることを含む。）は受理しない旨及び

その理由を、通報者に対し、遅滞なく通知する。

３．（２）調査の実施

①各行政機関において通報を受理した後は、必要な調査を行う。

③調査の方法、内容等の適正性を確保するとともに、調査の適切な進捗を図るため、通報対応の仕組みの整備及び運用に責任

を有する幹部等が調査について適宜確認を行う等の方法により、通報事案を適切に管理する。

行政機関による不適切な通報対応の例⑥：通報の放置の例
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通報者Ａ市
①通報

②放置

③問合せ
（約１年後）

【不適切な点】

通報があった時点で、所定の手続（通報者への説明や受理・
不受理の通知手続等）を行わなかった。

⇒通報事案の管理不備（通報の放置につながりうる）



【公益通報者保護法上の通報先】

① 労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者

② 通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関

③ その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を

防止するために必要であると認められる者

Ｘ市法令遵守要綱

第Ａ条 通報窓口は、Ｘ市コンプライアンス委員会とする。

第Ｂ条 職員等は、職務上の行為又はＸ市の行政運営に関し、通報対象事実
を知り得たときは、公益通報することができる。

２ 職員は、本要綱に基づかない通報をしてはならない。

第Ｃ条
（１）違法通報 ・・・第Ｂ条第２項に反した通報。

第Ｄ条 任命権者は、必要があると認めるときは、違法通報を行った者に対
し、懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。

行政機関による不適切な内部規程の例
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行政機関における通報・相談窓口の設置状況（平成30年３月末時点）

府省庁 都道府県 市区町村

内部の職員等からの通報窓口 100％ 100％ 55.1％

外部の労働者からの通報窓口 100％ 100％ 34.2％

内部の職員等からの通報窓口 外部の労働者からの通報窓口

出典:「平成29年度行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査」（消費者庁）

（１）国・都道府県・市区町村別の通報窓口設置率

市区町村では低い水準にとどまっている。

（２）市区町村における通報・相談窓口の設置状況（都道府県別）

都道府県ごとに大きな格差が存在。
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内部の職員等からの通報・相談窓口を設置していない理由

47.6％

2.7

4.1

7.0

8.1

13.1

16.3

22.8

34.9

38.0

0 10 20 30 40

必要性を感じない

どのような制度か分からない

予算の手当てがない

職員間の不和の元となる

どのようにして設置すればよいか分からない

効果が期待できない

通報者の秘密が守れない

同規模の市区町村も設置していない

人手が足りない

通報・相談窓口を設置していない理由

（複数回答、単位：％）

窓口未設置の主な理由としては、「人手が足りない」、「同規模の市区
町村も設置していない」とする割合が高い。
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（819／1720）

通報・相談窓口の設置状況につ
いて “設置する予定” “検討中”
“予定もなく、検討もしていな
い”と回答した市区町村の割合

→ 制度の整備・運用によるメリットについての理解を促進することが必要。
→ 各地方公共団体の規模等の実情を踏まえた整備・運用を行うことが必要。

（出典）「平成28年度行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査」（平成29年11月 消費者庁）

（注）内部の職員等からの通報・相談窓口：庁内・庁外、名称のいかんを問わず、組織内の違法行為等に関する通報・相談を受け付ける窓口



52.4％

通報・相談窓口の設置状況に

ついて、 “設置している” と

回答した市区町村の割合

窓口を設置している市区町村は、「安心して通報を行う環境の整備」、「不
正行為に対する抑止力として機能」をメリットとしてあげる割合が高い。

36

（901／1,720）

→ 通報窓口を整備することは、組織の自浄作用を高め、法令遵守の促進
を図ることにつながる。

8.1

44.1

53.2

66.6

0 10 20 30 40 50 60 70

通報を契機に発覚した不正の是正によ

る業務改善の機会が増えた

窓口設置に伴う内部規程の整備により

通報処理の適正が担保された

職員にとって不正行為に対する抑止力

として機能している

職員にとって安心して通報を行う環境

が整備された

内部通報・相談窓口を設置したメリット
（複数回答、単位％）

内部職員等からの通報・相談窓口を設置したメリット

（出典）「平成28年度行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査」（平成29年11月 消費者庁）

（注）内部の職員等からの通報・相談窓口：庁内・庁外、名称のいかんを問わず、組織内の違法行為等に関する通報・相談を受け付ける窓口

【前年度52.1%】



→「権限を有する行政機関」として、制度の趣旨を踏まえた上で、所要の体
制整備を行うことが必要

→ 各地方公共団体の規模等の実情を踏まえた整備・運用を行うことが必要

外部労働者からの通報・相談窓口を設置していない理由

68.2％

通報・相談窓口の設置状況につ
いて、 “設置する予定” “検討

中” “予定もなく、検討もして

いない” “無回答”の割合

4.6

5.5

15.9

18.8

21.6

35.5

36.7

0 10 20 30 40

どのような制度か分からない

予算の手当てがない

どのように設置すればよいか分からない

必要性を感じない

法令担当部署で通報対応

同規模の市区町村も設置していない

人手が足りない

通報・相談窓口を設置していない理由
（複数回答、単位％）

窓口未設置の主な理由としては、「人手が足りない」、「同規模の市区
町村も設置していない」とする割合が高い。
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（1,173／1,720）

（出典）「平成28年度行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査」（平成29年11月 消費者庁）

（注）外部の労働者からの通報・相談窓口：通報窓口を設けていなくても、ガイドラインに準拠した内部規程を基に、権限を有する部局等で対応

する旨公表している場合を含む。



４．各ガイドラインの概要等
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○「公益通報」以外の通報の取扱いの適正化
○柔軟・適切な通報対応の促進（「真実相当
性の要件」の明確化等）

○調査方法等の適正性の確保
○消費者庁から各行政機関に対する必要な協
力要請 等

○通報対応状況に関する通報者へのフィード
バックの強化

○意見・苦情等への迅速・適切な対応
等

① 通報への適切な対応の確保

１．ガイドラインの趣旨

○公益通報者保護法（平成16年６月公布、平成18年４月施行）を踏まえ、国の行政機関において、内部の職員等及び外部の労働
者等からの通報を適切に取り扱うため、各行政機関が取り組むべき基本的事項を定めた指針。

○国会の附帯決議において、行政機関の適切な通報対応を確保するためのガイドラインの作成等が求められたこと等を踏まえ、
平成17年７月に関係省庁間の申合せにより策定。

２．改正の経緯

○「消費者基本計画」(平成27年３月24日閣議決定)に、制度の見直しを含む必要な検討を早急に行うこと等が盛り込まれたことを
踏まえ、平成27年６月から「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」(座長 宇賀克也 東京大学法学部教授)を開催。

○検討会「最終報告書」（平成28年12月）の提言を踏まえ、消費者庁においてガイドライン（内部・外部）の改正案を策定し、所
要の調整を経た上で、平成29年３月21日に関係省庁間で申合せ・公表。

３．主な改正の内容

○通報の放置、不適切な調査、通報に係る秘密の漏えいなど、国の行政機関における不適切な通報対応を防止し、通報に適切に対
応することを促すため、検討会報告書の提言を踏まえ、以下の事項について、ガイドラインの内容を大幅に見直し・拡充。

○平成29年度のできるだけ早期に、関係省庁において改正ガイドラインを踏まえた内部規程の改正等を行った上で、制度の整備
・ 改善を順次進めていく予定。

４．今後の予定

② 通報対応状況の透明性の向上

④ 通報対応スキルの向上

③ 通報者保護の徹底

⑤ 事業者・労働者等への周知 ⑥ 通報対応の仕組みの評価・改善
○担当者への十分な教育・研修等の実施
○定期的な研修・説明会の実施等を通じた全
ての職員等への周知

○各行政機関が行う周知・研修等への消費者
庁の協力 等

○通報に係る秘密保持及び個人情報の漏えい

等の防止の徹底

○匿名通報の取扱いの適正化

○通報者に対するフォローアップの強化
等

○各行政機関の所管事業に係る事業者及び労
働者等への制度の周知＜外部＞

○契約や補助金等交付の相手方事業者の内部
通報制度の整備促進＜外部＞

等

○職員や第三者の意見等を踏まえた定期的な
評価・点検、継続的な制度の改善

○通報対応の仕組みの運用状況に関する情報
の公表

等

「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン」の概要
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「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン」の概要

○各地方公共団体における既存の窓口等
の活用

・内部窓口（職員倫理や労務環境に関する相
談窓口等）

・外部窓口（総合窓口、公聴窓口、消費生活セ
ンター・消費生活相談窓口等）

○他の地方公共団体と連携・協力して事
務を行う仕組みの活用（協議会の設置、

機関等の共同設置、事務の委託又は代
替執行等）

② 通報窓口の設置促進

○公益通報者保護法（平成16年６月公布、平成18年４月施行）を踏まえ、地方公共団体において、内部職員等からの通報及び外部

の労働者等からの通報を適切に取り扱うため、各地方公共団体が取り組むことが求められる基本的事項を定めた指針。

○地方自治法第245条の４第１項の規定に基づく「技術的な助言」として位置付けられるもの。

２．策定の経緯

○「消費者基本計画」(平成27年３月24日閣議決定)に、制度の見直しを含む必要な検討を早急に行うこと等が盛り込まれたことを

踏まえ、平成27年６月から「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」(座長 宇賀克也 東京大学法学部教授)を開催。

○検討会「最終報告書」(平成28年12月)において、地方公共団体向けのガイドラインの策定が提言されたことを踏まえ、消費者庁

においてガイドライン（内部・外部）案を策定し、所要の調整を経た上で、平成29年７月31日に公表。

３．主な内容

○通報の放置、不適切な調査、通報に係る秘密の漏えいなど、地方公共団体における不適切な通報対応を防止し、通報に適切に対

応することを促すため、検討会報告書の提言等を踏まえ、以下の事項について規定。

○平成29年度以降、各地方公共団体において本ガイドラインを踏まえた内部規程の策定・改正等を行った上で、制度の

整備・改善を順次進めていただくよう働き掛けていく予定。

４．今後の予定

③ 地方公共団体に対する援助等

○消費者庁から各地方公共団体に対する
必要な援助の実施（助言、協力、情報
の提供等）

○都道府県から区域内の市区町村に対す
る必要な援助の実施（助言、協力、情
報の提供等）

○都道府県による区域内の市区町村間に
おける連絡調整

１．ガイドラインの趣旨

① 制度の適切な整備・運用

○国の行政機関向けガイドラインに準拠
した適切な取組の推進

○一層充実した仕組みを整備・運用する
ことや、地方公共団体の規模等の実情
に応じた適切な取組を行うことも可能

○各地方公共団体が策定する条例等に関

する通報にも適切に対応
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＜補助対象＞
・消費生活相談員
・消費者行政担当職員
・教員

地方消費者行政強化交付金

○ 国として取り組むべき重要な消費者政策の推進のため、積極的に取り組む地方公共団体に対して、
ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を行いながら、複数年（３年程度）の計画的な取組を支援する。

○ 国の政策による制度変更等について正確な情報を消費生活センターが消費者に提供できるよう
消費生活センターの機能の維持・充実を図るため、国が指定する研修への参加費等を支援する。

○ 引き続き、どこに住んでいても質の高い相談・救済が受けられるよう体制整備を支援する。

平成３１年度政府予算 ２２億円

○ 重要消費者政策に対応する地方消費者行政の充実・強化

○ 国の重要政策に係る消費生活相談員レベルアップ事業

・ギャンブル等依存症対策
・ＡＶ出演強要問題
・成年年齢引下げに係る法制度、消費者教育
・消費税率引上げ及び軽減税率制度の導入
・放射性物質に係る食品の風評被害
・新たな加工食品の原料原産地表示制度

・仮想通貨に関する問題
・破産・民事再生に関する手続
・医療法改正を踏まえた特定商取引に関する法律の理解促進
・サブリースに関する問題
・身元保証等高齢者サポートサービスに関する相談対応力の向上
・チケット不正転売対策

○ 平成２９年度までに『地方消費者行政推進交付金』等を活用し行ってきた消費生活相談体制の整備

等の事業※について引き続き支援 ※ 被災４県及び熊本県においては、特例的に新規事業の立ち上げを支援。

地方消費者行政推進事業（旧地方消費者行政推進交付金）（補助率 : 定額）

（１）ＳＤＧｓへの対応

・消費税率引上げ等への対応
・若年者への消費者教育の推進
・訪日・在日外国人向け相談窓口の整備
・法執行体制の強化
・風評被害の払拭のための取組

（２）国の制度改正等に対応した重要消費者政策

地方消費者行政強化事業（補助率 : １/２※）

事業メニュー

研修メニュー

概 要

・公益通報者保護制度の推進
・適格消費者団体等の設立に向けた支援
・原料原産地表示制度の普及・啓発
・ギャンブル等依存症対策に係る取組
・高度情報化社会における相談対応の実施

・消費者安全確保地域協議会の構築等
・障害者に対する消費生活相談体制の整備
・食品ロス削減の取組
・倫理的（エシカル）消費の普及・促進
・消費者志向経営の普及・促進
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※自主財源化の充実への取組が不十分な地方公共団体に対し、一部３分の１の補助率を導入。



（参考）徳島県における取組
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◆ 市区町村における公益通報窓口や中小企業における内部通報窓口の整備が
進んでいない現状を踏まえ、窓口設置等に係る取組を促進することが重要。

※公益通報：企業不祥事等により国民生活の安全・安心が損なわれることを防ぐため、事業者内部の労働者が

所定の要件を満たして行う通報。

○県内地方公共団体の通報受付窓口の整備促進

⇒消費者庁及び徳島県の主導により、県内地方公共団体（徳島県及び県内24市町村）
の通報受付窓口を整備（県内地方公共団体の共通窓口を含む）。

○県内事業者の取組促進
⇒消費者庁及び徳島県の主導により県内地方公共団体が、県内事業者による実効性の

高い内部通報制度の整備を促進支援。

・モデル事業の効果の検証、他地域
への展開のための課題の把握・
分析 等

検証・分析の結果を踏まえ、
全国展開
（全市区町村をカバーできるよう窓口整備を促進）

実証フィールド（徳島県等）
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公益通報受付窓口（市区町村）及び
内部通報制度（事業者）の整備促進



◆市区町村における公益通報窓口や中小企業における内部通報窓口の整備が進んでいない
現状を踏まえ、窓口設置等に係る取組を促進

※公益通報：事業者の不祥事等により国民生活の安全・安心が損なわれることを防ぐため、事業者内部の労働者が
所定の要件を満たして公益のために行う通報

これまでの主な成果

・県内の全自治体（徳島県及び県内全24市町村）で通報受付窓口
（内部・外部）を整備
・県内全市町村共通の通報受付窓口（外部）を整備
・県が職員向けに独自の eラーニング教材を作成
・事業者団体(徳島県医師会、徳島県経営者協会、徳島県土地改
良事業団体連合会)内に共通の通報受付窓口を整備・運用
・県が民間事業者向け通報対応マニュアルを作成・公表

○徳島県内の自治体及び事業者の取組促進

県内自治体（徳島県及び県内24市町村）の
通報受付窓口の実効性向上

県内事業者による実効性の高い内部通報制度の
整備を促進支援

全国展開

中小企業における内部通報制度の導入促進
の効果及び通報制度の円滑な運用とその評
価・改善及び徳島県内市町村共通の窓口の
整備の効果を検証等した上で全国展開

内部職員等からの通報・相談窓口 外部労働者からの通報・相談窓口

※ グラフは2018年3月末時点

2017年７月
徳島県１位
100％

2017年10月
徳島県１位
100％

2017年3月
徳島県38位
33.3％

2017年3月
徳島県41位
12.5％

2019年度に行うプロジェクトの主な取組内容

徳島県、消費者庁新未来創造オフィス(徳島オフィス)における取組①
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H29年３月
徳島県38位
33.3％

内部の職員等からの通報・相談窓口 外部の労働者からの通報・相談窓口

H29年３月
徳島県41位
12.5％

H29年７月
徳島県１位
100％

H29年10月
徳島県１位
100％

※グラフは平成29年３月末時点

徳島プロジェクトのこれまでの成果
県内市町村における通報・相談窓口の100％設置を達成！

・
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全国平均 5２.４％

全国平均 ３１.8％



【本件に関する問合せ先】
消費者庁消費者行政新未来創造オフィス

088-600-0009・0032・0010・0022
青木・坂本・小松・西

徳島県消費者くらし政策課 088-621-2175
勝間・篠原・徳元

・市区町村においては、通報・相談窓口や通報に適切
に対応するための体制の整備が十分に進んでいない。

プロジェクト実施の背景

・市区町村における制度の整備を促進するためのモデル

事業として、徳島県において先駆的に実施。

【県内各地方公共団体の通報制度の実効性の向上】
・通報制度の円滑・適切な運用
→「地方公共団体向けガイドライン」を踏まえ、
各地方公共団体の規模等の実情に応じて通報
制度を円滑かつ適切に運用

・通報制度の評価・改善
→通報制度の運用状況を定期的に評価・点検、
制度の継続的改善

【全国の市区町村における通報窓口の整備率の向上】
・四国地域の通報窓口の整備促進
→四国各県と協力し未設置市町村の窓口設置を
促進

・四国以外の地方公共団体への全国展開
→通報窓口の整備運用に係る先進的な取組事例等
を全国に展開

徳島における国・県・市町村の密接な連携
による取組の推進

【消費者庁と県の連携】
消費者庁から県に対する後方支援
（助言、協力、情報提供等）

【県と市町村の連携】
県のリーダシップによる市町村への支援
①担当課を決定（徳島県は消費者行政担当課）
②県から市町村幹部に対し、通報・相談窓口
の整備の必要性を丁寧に説明

③県が具体的な整備・運用の方法を提示
（要綱の雛形の提供等）
④県から他の地方公共団体の運用実績や事例等
を情報提供（市町村の負担感を軽減）

【市町村における取組】
市町村幹部のコミットメントによる着実な取組
①窓口担当課を決定
②通報の設置要綱を作成
③通報・相談窓口の設置を周知、制度を運用

今後の取組予定

徳島県、消費者庁新未来創造オフィス(徳島オフィス)における取組②

消費者行政新未来創造プロジェクト
「公益通報者保護制度の整備促進」

徳島県

市町村
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ご清聴ありがとうございました
消費者庁「公益通報者保護制度相談ダイヤル」
０３－３５０７－９２６２
（平日９：３０～１２：３０、１３：３０～１７：３０）
※聴覚障害者など電話での相談が困難な方の電子メール相談の受付

g.koueki-Soudan@caa.go.jp

公益通報者保護制度ウェブサイト
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblo
wer_protection_system/

この契約、何かおかしい・・・と思ったら、こちら


