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ご挨拶

ロシアがウクライナ侵攻を開始したという驚くべきニュースがありました。Youtube で最新ニュースが流れ、SNS を通して現地
の様子がリアルタイムで配信されている状況はまさに現代という印象です。ただ、様々な情報が溢れており、情報選別の時代
であることを感じました。今はただ、一刻も早く事態が収束し、平和な日々が取り戻せるよう祈るしかありません。
さて、前回のニュースレター第２号の発行から、少し間隔が空きましたが、本ニュースレターを作成いたしました。今回取り上
げるテーマの一つが、「内部通報制度」です。先日、ある会社の不正事案に関する調査報告書を読んでいたところ、2007 年
8 月には通報窓口を設置したものの、その後現在に至るまで、この通報窓口への通報の実績は一件もなかったという記載があ
りました。不正の未然防止や早期発見に至らなかったのは、その結果であるという評価も可能な状況かもしれません。もっとも、
実際に、内部通報窓口を設置したがほとんど利用されていないという会社も多いのが実情でもあるかと思います。今般、公益
通報者保護法が改正されたことにより、この内部通報制度の実効性確保のための措置が法令上の義務（一定規模以下の
会社では努力義務）として求められることになりますので、今後、内部通報制度の利用は増えていくのではないかと思います。
弁護士 三谷 革司

スパークル法律事務所 ニュースレター
スパークル法律事務所によるニュースレターを不定期にお届けしております。スパークル法律事務所は 2021 年 4 月設立の企業法務分野
を中心に扱う法律事務所です。本ニュースレターは一般的な情報提供にとどまるものであり、個別の案件は弁護士の適切な助言を得ていた
だく必要がございます。本ニュースレターの無断転載はご遠慮ください。
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■コラム ー 内部通報制度の見直しについて
執筆弁護士︓三谷革司
2022 年６月１日、改正公益通報者保護法が施行さ
れ、内部通報制度の整備、運用の見直しが必要となります。
現行の公益通報者保護法においても、公益通報を行った
者の保護についての定めはありますが、今回の改正は、通
報者の範囲や通報対象事実の拡充だけでなく、事業者に
よる各種の措置義務が設けられており、実務に与える影響
は少なくないと考えられます。

今回の公益通報者保護法の改正により、事業者は、①
公益通報対応業務従事者を指定すること、②公益通報に
応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必
要な措置を取ることを義務付けられることになりました（改
正法 11 条 1 項、2 項）。ただし、常時使用する労働者の
数が 300 人以下の事業者については努力義務とされてい
ます（改正法 11 条 3 項）。

既に、見直しに着手されている会社も多いと思いますが、
今回、会社内部において特に考慮する必要があると思われ
るポイントをご紹介したいと思います。

また、事業者が取るべき措置の実効性確保のため、行政
措置（助言・指導、勧告、勧告に従わない場合の公表）
が設けられました（改正法 15 条、16 条）。

１．内部通報制度のこれまで

このように公益通報への対応体制、すなわち内部通報
制度を整備することが法令の一内容となり、仮に、取締役
がこの体制の整備を怠った場合は、内部統制システム構築
義務の違反にとどまらず、法令違反として任務懈怠責任の
問題が生じ得ることになりました。

会社法上、株式会社の取締役が負う善管注意義務・
忠実義務の一内容として、内部統制システム構築義務が
あると解されており、内部通報制度の整備は、従前から、内
部統制システム構築の重要な要素と考えられていました。
内部通報制度を適切に整備・運用することで、従業員等の
職務執行の法令・定款への適合性を確保し、コンプライアン
ス経営を推進することは、ステークホルダーからの信頼獲得
に資するものと考えられています。

さらに、今回の改正では、事業者として積極的な関与が
求められることとなっており、消費者庁が公表する公益通報
者保護法に基づく「指針」及びその「解説」を踏まえ、内部
通報制度の整備が必要となります。

一方、公益通報者保護法は、公益通報を行った労働
者を保護することを目的とした法律ですが、消費者庁は、
2016 年 12 月に内部通報ガイドラインの整備・運用に関
するガイドラインを公表しており、各企業は、同ガイドラインを
参照しつつ、自社の内部通報制度の整備に取り組んでいま
した。しかしながら、依然として、内部通報制度が十分に機
能しなかった事例も発生しており、公益通報者保護制度の
実効性の向上を図ることが重要な課題であると認識され、
公益通報者保護専門調査会で議論された後、2020 年
６月、改正法が成立することとなりました。

■消費者庁ウエブサイト
【指針】
公益通報者保護法第 11 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき
事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図る
ために必要な指針
【解説】
公益通報者保護法に基づく指針(令和 3 年内閣府告示第 118
号)の解説

３．公益通報対応業務従事者の指定
今回の改正により、事業者は、公益通報対応業務従事
者（「従事者」）を指定する必要があるとされています。従
事者とは、公益通報の受付、調査、是正に必要な措置を
とる業務に従事する者をいいますが、公益通報者を特定さ
せる情報を漏らしてはならないという守秘義務を負い（改
正法 12 条）、違反した場合は刑事罰の対象にもなるなど
（改正法 21 条）、重い責任を負うことになります。

なお、CG コードにおいても、上場会社は、内部通報に係
る適切な体制整備を行うことが求められ（原則 2-5）、経
営陣から独立した窓口の設置や、情報提供者の秘匿と不
利益取扱の禁止に関する規律を整備すべきとされています
（補充原則 2-5①）。
２．公益通報体制の整備の義務化
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解説によると、内部公益通報受付窓口に関して対応業
務を行うことを主たる職務とする部門の担当者を従事者とし
て定める必要があり、それ以外の部門の担当者であっても、
公益通報対応業務を行い、かつ公益通報者を特定させる
事項を伝達される者に該当する場合には、必要が生じた都
度、従事者として定める必要があるとされています（解説 5
頁）。また、従事者は、自らが刑事罰で担保された守秘義
務を負う立場にあることを明確に認識している必要があると
され、事業者は、書面により指定をするなど、従事者の地位
に就くことが従事者となる者自身に明らかとなる方法により
定めなければならないとされています。
対応としては、内部通報の窓口となる部門の責任者は
内部規程によりあらかじめ従事者に指定した上で、通報内
容によって関与することとなる部門が生じた場合には、その
部門の関係者を個別に従事者に指定する、ということは考
えられます。その場合でも、従事者が重い責任を負担するこ
とを考えると、範囲はかなり限定して考えることになるでしょう。
この個別に従事者を指定する場合のプロセスについて整理
をしておく必要があります。
４．内部通報対応体制の整備その他の必要な措置
次に、今回の改正により求められることになるのが、内部通
報対応体制の整備であり、指針・解説において、かなり具
体的な措置の内容が定められており、実務に与える影響は
大きいと考えられます。

公益通報対応業務の実施に関する措置としては、留意
点として、匿名の内部公益通報も受け付けることが必要とさ
れています。また、推奨される考え方の例として、法令違反
等に関与する者が自主的な通報や調査協力を行い、問題
の早期発見・解決に協力した場合には、懲役処分等を減
免することができる仕組みを整備すること等（いわゆる社内
リニエンシー）も挙げられています（解説 11 頁）。

a. 部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備
指針においては、内部公益通報を部門横断的に受け付
ける窓口を設けることが重要とされ、調査を行い、是正に必
要な措置を取る部署・責任者を明確に定めることとされてい
ます。また、窓口は、事業者外部（外部委託先、親会社
等）に設置することや、事業者の内部と外部の双方に設置
することも可能とされています（解説 7 頁）。加えて、子会
社や関連会社における法令違反行為の早期是正・未然
防止を図るため、企業グループ共通の窓口を設置すること
や、関係会社・取引先を含めた内部公益通報体制の整備
等も、経営上のリスクにかかる情報を把握する機会の拡充
の例として挙げられています（解説 8 頁）。

利益相反の排除に関する措置としては、事案に関係する
ものを調査や是正に必要な措置の担当から外すことが考え
られるとされていますが、その中で、いわゆる顧問弁護士を
窓口とすることについて、顧問弁護士に内部公益通報をす
ることを躊躇する者が存在し、そのことが通報対象事実の早
期把握を妨げるおそれがあることが指摘されています。
b．公益通報者を保護する体制の整備

組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置
としては、例えば、社外取締役や監査機関にも報告を行う
ようにする、窓口を事業者外部（外部委託先、親会社等）
に設置すること等が考えられるとされています（解説 8 頁）。
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次に、公益通報者を保護する体制の整備が求められて
います。
まず、公益通報の利用の促進のため、公益通報者の不
利益な取扱いの防止に関する措置を取るとともに、実際に
不利益な取扱いが発生した場合には、救済・回復の措置
をとり、不利益な取扱いを行ったものに対する厳正な対処を

合が多いと考えられることから、支障がある場合を除き、内
部公益通報をした者に伝える必要があるとされています。

取ることを明確にすることにより、公益通報を行うことで不利
益な取扱いを受けることがないという認識を労働者・役員等
に持たせることが必要とされています。

記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び
役員への開示に関する措置に関して、解説では、窓口に寄
せられた内部公益通報に関する運用実績の概要を、支障
がない範囲で開示するとされています（解説 21 頁）。この
運用実績とは、例えば、過去一定期間における通報件数、
是正の有無、対応の概要、内部公益通報を行いやすくす
るための活動状況、などが例示されています（解説 22
頁）。

また、通報者が公益通報をしたことを他者に知られる懸
念があれば、公益通報を行うことを躊躇することが想定され
ることから、範囲外共有や通報者の探索をあらかじめ防止
するための措置が必要とされています。このような観点から、
通報事案に係る記録・資料を閲覧・共有することが可能な
者を必要最小限に限定し、その範囲を明確に確認すること
等が定められています。調査時の取り組みについても、調査
が公益通報を契機としていることを伝えない工夫等、具体
的な例が挙げられています（解説 16 頁）。

そして、指針に沿った内部公益通報対応体制の整備等
を確実に行うため、指針の内容をルールとして明確にし、そ
れに沿って運用することが求められます。

ｃ．内部公益通報体制を実効的に機能させるための措
置

７．公益通報者保護法改正の内容（その他）

指針・解説において、内部公益通報体制を実効的に機
能させるための措置が具体的に例示されており、これらを踏
まえた体制の整備が求められることになります。

今回の公益通報者保護法改正では、通報者の範囲へ
の役員や退職者（退職後 1 年以内）の追加、通報対象
事実に行政罰の対象となる規制違反行為の追加、通報で
きる場合の追加、行政機関が取るべき措置の規定の明確
化等も行われており、公益通報の範囲がかなり広がっていま
す。

まず、内部公益通報が適切になされるため、内部公益
通報対応体制について十分に認識している必要があるとい
う観点から、労働者等及び役員並びに退職者に対する教
育・周知に関する措置が求められます。ここでは、単に規程
の内容を形式的に知らせるだけではなく、組織の長が主体
的かつ継続的に制度の利用を呼び掛ける等の手段を通じ
て、公益通報の意義や組織にとっての内部公益通報の重
要性等を十分に認識させることが求められるとされています
（解説 18 頁）。解説では、「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」といった項目
も挙げられています。

８．おわりに
内部通報制度については、従前、形式的には整備したも
のの、実際の利用が低調であった会社も多かったかもしれま
せんが、今回の公益通報者保護法改正により、実際に利
用を促進するための様々な措置が求められることになりまし
た。今後は利用される機会が増えることが予想されます。

是正措置についても、事業者からの情報提供がなければ、
是正に必要な措置が取られたか否かについて知り得ない場

以 上
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■コラム ー 業務委託契約書の実務上のチェックポイント（１）
執筆弁護士︓干場智美
１．はじめに

下請法上の親事業者・下請事業者の定義

今日の企業間取引において、最も多くの割合を占める契
約類型の一つが業務委託契約であると思われます。事業の
効率化等の観点から、自社の業務をアウトソーシングするこ
とは拡大傾向にあるのではないかと予想されます。他方で、
アウトソーシング化を無計画又は無際限に実行した場合、
自社の独自のノウハウや技術が流出するリスクを生ぜしめる
こととなります。そのため、企業としては、慎重を期して業務
委託契約書を作成しなければなりません。
本稿では、業務委託契約書のポイントのうち、重要であ
ると思われるものについて、ピックアップし解説いたします。

・ 物品の製造・修理委託、プログラムの情報成果物作
成委託、運送・物品の倉庫における保管・情報処理の
役務提供委託
親事業者
資本金 3 億円超

２．業務委託契約書のチェックポイント
チェックポイントとしては、
（１）下請法の適用対象となるか否か
（２）請負・準委任の区別
（３）委託業務の範囲の記載
（４）契約期間の記載
（５）納入・検収に関する規定（請負契約）
（６）契約不適合責任に関する規定（請負契約）
（７）再委託に関する規定
（８）知的財産権の取扱い
等が挙げられます。本稿では（１）及び（２）を取り上
げます。
なお、業務委託契約書に限りませんが、令和２年４月
１日より改正民法（新民法）が施行されているため、契
約書全体の内容が改正民法に則したものとなっているかとい
う点も確認が必要です。旧民法に基づき作成された契約書
のひな型を利用されているケースも見受けられますので、その
場合には、全般的に見直す必要があるものと考えます。
日常のリーガルチェックにおいて、ご不安な点等ございました
ら、お気軽にご相談下さい。

資本金 3 億円以下
（個人を含む）

資本金 1000 万円超

資本金 1000 万円以

3 億円以下

下（個人を含む）

・ 上記以外の情報成果物作成委託、上記以外の役
務提供委託
親事業者
資本金 5000 万円超

下請事業者
資本金 5000 万円以
下（個人を含む）

資本金 1000 万円超

資本金 1000 万円以

5000 万円以下

下（個人を含む）

定義や類型等詳細については、公正取引委員会・中
小企業庁「下請取引適正化推進講習会テキスト」（令
和３年１１月） 1をご参照ください。なお、当該テキスト
は、毎年１１月に改訂されます。
以上のとおり、下請法の適用判断となるか否かの判断
に際しては資本金区分が重要となるため、業務委託契
約書のリーガルチェックに際しては、事業部から必ず契約
相手方の資本金を聴取するようにしましょう。これは、下
請法対応部署（事業部や経理部等）とリーガルチェック
担当部署（法務部や総務部等）が異なる場合であっ
ても基本的には同じであると考えます。

【１ 下請法の適用対象となるか否か】
業務委託契約が下請法の適用対象となる場合、契
約書のチェックポイントも増えますので、日頃からこの点を
意識しておくことが必要です。
まず、下請法は、その適用対象となる取引の親事業
者及び下請事業者について、資本金区分を用いて定義
しています。
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下請事業者

次に、当該業務委託契約が下請法の適用対象とな
る場合、親事業者に対しては、以下の規制が課されま
す。

https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/shitauketextbook.pdf
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当該業務委託契約が請負契約と準委任契約のいず
れの性質を有するかについて区別することは重要です。ま
ず、請負と準委任とで適用される民法上の条文が異なり
ます。次に、請負契約書は印紙税の課税文書（第２
号文書、第７号文書）として取り扱われる一方で、準
委任契約の場合、原則として不課税文書とされます（も
っとも、準委任契約書であっても具体的内容によっては
課税文書となるため注意が必要です。）。

（１）親事業者の義務
・ 書面交付義務（いわゆる３条書面 法３条）
・ 支払期日を定める義務（法２条の２）
・ 書類の作成・保存義務（２年間 法５条）
・ 遅延利息支払義務（法４条の２）
（２）親事業者の禁止行為
・ 受領拒否（法４条１項１号）
・ 下請代金の支払遅延（法４条１項２号）
・ 下請代金の減額（法４条１項３号）
・ 返品（法４条１項１号）
・ 買いたたき（法４条１項３号）
・ 購入・利用強制（法４条１項６号）
・ 報復措置（法４条１項７号）
・ 有償支給原材料等の対価の早期決済
（法４条２項１号）
・ 割引困難な手形の交付（法４条２項２号）
・ 不当な経済上の利益の提供要請
（法４条２項３号）
・ 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
（法４条２項４号）

請負契約とは、仕事の完成を目的とする契約を指し
（民法６３２条）、準委任契約とは、事務処理自体
を目的とする契約をいいます（民法６５６条、６４３
条）。
一般的には、
・ 物品の製造委託契約
請負契約（仕事の完成が目的）
・ コンサルティング契約
準委任契約（事務処理が目的）
・ システム開発契約
請負と準委任いずれの性質を有するかで紛争となる
ケースも多いですが、要件定義は準委任、プログラミン
グは請負と判断される傾向にあります。
業務委託契約が請負契約である場合、受託者は、
仕事の完成義務を負い（民法６３２条）、また、成果
物に契約不適合が発見された場合には契約不適合責
任（民法６３６条）を負うこととなります。契約不適合
責任に関しては、委託者は、民法上、履行の追完請
求、報酬の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をな
しうることとなるため、受託者としては、業務委託契約書
の作成時に契約不適合責任の範囲を明確にし、かつ限
定することを意識しなければなりません。例えば、システム
開発契約（プログラミング業務）においては、バグが生じ
ることは避けられないため、受託者側が履行の追完のみ
認めるとすることが実務上多いように思われます。
他方で、業務委託契約が準委任契約である場合、
受託者は事務処理を業務とするため、善管注意義務を
負うこととなります（民法６５６条、６４４条）。

以上のうち、業務委託契約書の作成・確認時に最も
重要となるのが、「支払期日」（法２条の２）の問題で
す。法２条の２は、親事業者が下請事業者の給付の
内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者は、
下請代金の支払期日を物品等を受領した日（役務提
供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日）
から起算して６０日以内でできる限り短い期間内で定め
る義務があるとしています。
そのため、例えば、支払期日について、「毎月末日納
品締切、翌々月末日払」と定めた場合、物品受領日か
ら支払日まで６０日を超えることとなるため、法２条の２
に違反することとなります。
他方で、「毎月末日締切、翌月末日払」とした場合、
月によっては３１日の月もあるため、月の初日に給付し
たものの支払が受領から６１日目又は６２日目の支払
となる場合がありますが、この場合の下請法の適用に当
たっては、「受領後６０日以内」の規定を「受領後２か
月以内」として運用しているため、支払遅延にはならない
とされています 2。

３．おわりに
本稿では、業務委託契約書のチェックポイントのうち、概
要ではありますが、「下請法の適用対象となるか」、「請負
と準委任の区別」を取り上げました。リーガルチェックに慣
れていらっしゃらないという方でも一つずつポイントを押さえ
ていくことでより効率的なチェックが可能となると思います。
以 上

【２ 請負と準委任の区別】
業務委託契約という契約類型は、民法上に規定があ
りません。一般に、業務委託契約は、民法上の請負契
約又は準委任契約の性質のいずれかを有していると考え
られています（請負契約及び準委任契約双方の性質を
有する契約も存すると考えられます）。

2

前記下請取引適正化推進講習会テキスト 44～45 頁
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編集後記
当事務所のあるワテラスの向かい側には戦火を免れた歴史的建物が残っており、多くの料理店がありますが、その中でも冬の
あんこう鍋で有名なのが「いせ源」です。創業はなんと天保元年（1830 年）で、明治時代から現在の場所で営業している
そうです。建物も昭和の初めからそのままとのことで、大変風情があります。オミクロン株の蔓延でなかなか外出の機会も限られ
ておりますが、あんこうは絶品ですので、是非一度訪問してみてください。

本ニュースレターは、法的助言を目的とするものではありません。
具体的案件については、当該案件の個別の状況に応じて、弁護士にご相談いただきますようお願い申し上げます。
取り上げてほしいテーマなど、皆様の忌憚ないご意見・ご要望を下記までお寄せください。

スパークル法律事務所 info@sparkle.legal
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