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さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
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後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

○土屋委員長 次に、尾 かな子君。
○尾 委員 おはようございます。立国社の尾
かな子です。
きょうは公益通報者保護法の議論ということで
ありますけれども、今、緊急事態下ということで
もあります。新型コロナウイルス対策についても
急務を要しておりますので、冒頭に少しだけ新型
コロナウイルス対策のことをさせていただいて、
法案審議に入りたいというふうに思います。
きょう議論させていただきたいのは、政府が配
布をしている布製のマスクのことであります。
カビとか異物の混入が続きまして、これは消費
者問題でもあると思うんです。本来、このように
製品がいろいろなことがあったら、配布はやはり
やめるべきですし、全量を回収するということが
本来製造した会社などはすることになります。で
すので、今の状況、マスクの状態、そして、市中
でマスクが出回っていることを考えると、もうマ
スクの配布は中止してもよいのではないかという

観点から何点かお聞きをさせていただきたいとい
うふうに思います。
その前に、なかなか事実がよくわからないとい
う部分があります。例えば、これはさまざまな予
算でやっているわけですけれども、令和元年度予
備費で契約したマスクもあれば、令和二年度予備
費で契約したマスク、介護施設用であったり、全
戸配布用であったり。
それぞれちょっと、もしわかるようであれば教
えていただきたいんですけれども、令和元年度予
備費で契約したマスクが何枚、配布済みが何枚か、
令和二年度予備費で契約した介護施設等分のマス
クが何枚で、配布済みが何枚か、令和二年度予備
費で契約した全戸配布分マスクは何枚で、配布済
みは何枚かという、今、現状どうなっているのか
ということについてお答えいただければと思いま
す。お願いいたします。
○小島大臣政務官 お答えをいたします。
数を申し上げますが、全戸配布向け六千五百五
十万枚、介護施設等向け二千万枚、妊婦向け五十
万枚でございます。
○尾 委員 済みません、私が聞いたのは、令和
元年度予備費で契約した介護施設等分はどれか、
令和二年度予備費で契約した介護施設等分は何枚
か、そして、全戸配布分も令和二年度予備費で契
約したのは何枚かということになります。
もし手元になければ、委員会の方に資料として
提出いただければと思いますので、お願いいたし
ます。
○小島大臣政務官 ちょっと手元に持っていない

ですから、後ほど提出します。
○尾 委員 では、委員長、そのようにお取り計
らいをお願いいたします。
○土屋委員長 はい。
そのようにお願いいたします。
○尾 委員 ですので、一体幾らのお金を使って、
何枚つくって、そして今何枚配布されたのかとい
うことがまずわかるようにしていただきたいとい
うことが一つ。
契約書について。これも、きのういただいたの
は、令和元年度予備費で契約した契約書はいただ
きましたけれども、令和二年度予備費で契約した
契約書については結局出てきませんでした。
これは、また出していただけるかどうか、もし
あれだったら、また委員会の方に出していただけ
ればと思いますが、いかがでしょうか。
○小島大臣政務官 今聞きましたので、これは後
ほど出します。
○尾 委員 ありがとうございます。
それと、令和元年度分のことを見ると、実は単
位ですね、何枚そこにつくっていただいて単価が
幾らだったのかというところが、実は黒塗りで出
てきません。これでは本当に、これは随意契約で
すから、その契約が妥当であったのかどうかとい
うことがちょっとわからないんですね。
今後、同じような事態があるかどうかというの
はちょっとわかりませんけれども、例えば他社さ
んがそこに参入できるのかどうかというようなこ
とを考えた場合に、単価と枚数がどれぐらいで納
入しているのかという状況がわからないと、これ

- 1 -

ｂ

衆議院消費者問題に関する特別委員会議事速報（未定稿）
令和2年5月19日

は全くのブラックボックスになってしまうかと思
いますので、ぜひここの黒塗りは外していただき
たいと思います。いかがでしょう。
○小島大臣政務官 お答えいたします。
私も、厚労省にいまして、各医療用の備品につ
いて逐次チェックをしております。例えば、長く
なりますけれども、サージカルガウンですよね。
（尾 委員「いやいや、いいです」と呼ぶ）いい
ですか。それは、また整理して報告しますけれど
も。
○尾 委員 では、取っていただけるということ
でよろしいでしょうか。
○小島大臣政務官 これも、全部内容を申し上げ
たいんですけれども、他の企業の契約との関係も
ありますので、差し控えさせていただきたいと思
います。
ただ、私も、秘書の方で逐一単価について精査
をしておるところでございます。
○尾 委員 要は、私たちが、ではその随意契約
が、本当に相場に合わせてとか妥当であったのか
どうかというのが、これは検証不可能になってし
まうという問題があります。
原資が税金でございますので、やはりこの黒塗
りは外していただきたいと思いますし、皆さんが
おっしゃる理由、きのうも聞いていると、今後の
布マスクの調達や企業活動に影響を及ぼすおそれ
があるため開示を差し控えるという理由になって
いるんですね。
ただ、この理由が情報公開法の第五条の二のイ
に当たる、公にすることにより、当該法人等又は

当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益
を害するおそれのあるものに、私、これは該当し
ないと思います。ですので、外せるかどうか、や
はり検討いただきたいというふうに思うんですが、
いかがでしょうか。
○小島大臣政務官 尾 委員の御懸念はよくわか
ります。
ただ、私たちは、要するに、調達に関して、余
りにも法外な単価ではいけないということで、き
ちっと内容を精査しますけれども、それぞれ各納
入業者との関係もありますので、単価については
差し控えたい。よろしくお願いします。
○尾 委員 ちょっと納得はできませんけれども。
これは、やはりわからないことになると、税金
の正しい使い方として検証できませんので、外し
ていただきたいということを改めて要望しておき
ます。
次に、契約内容が適切だったかということにつ
いてもお聞きしたいんですが、この私がいただい
た令和元年度予備費で契約をした契約書を大体読
むと、少しばらつきはあるんですが、信義誠実の
原則があって、検査の項目があって、瑕疵担保の
項目がある。ただ、一社、興和という会社に関し
てだけは、瑕疵担保についても、非常事態への対
応として実施されることに鑑み、納入現品につい
て隠れた瑕疵を発見した場合であっても乙に対し
責任を追及しない、こういう項目が入っておりま
す。さらに、一般的な契約である、つまり、不良
品を納品をするということは誰の責任かというと、
メーカー側、製造者側、つまり、あちら側の責任

として、正しいもの、しっかりした製品を納入し
ていただくのは当たり前のことなんですね。この
契約ではそれを担保できないんじゃないか、そう
いう契約をしてしまったんじゃないか。普通ある
損害賠償請求もないので、これは不良品が納入さ
れても損害賠償ができない、こういった契約は適
正なんでしょうか。
○小島大臣政務官 お答えいたします。
尾 委員の御指摘のことについて、私も実はこ
れを調べてみました。一社、そういう規定がなか
ったんですが、一番最後に、いわゆるそうした、
もし瑕疵があった場合にはきちっと両者で協議し
ましょうという実は一文が一番最後についておる
んです。他の業者と比べて何でないんだというの
は全くおっしゃるとおりだと思うんですけれども、
私もそのことは同感なので、今の契約を見てみま
した。最後にそういう条項を、さっき申し上げた
ように、問題があった場合には協議するとなって
おるところでございます。
○尾 委員 不良品が入った場合に、本来は正し
いというか良品を入れていただくというのは当然
の契約行為だと思います。今回の契約でそれが担
保できますでしょうか。
○小島大臣政務官 お答えいたします。
それはもう当然でして、きちっと、先ほど申し
上げたんですが、条項というか、枠外にあります
から、それに基づいて、もし不良品がありました
ら、きちっと、そういう責任といいますか、お話
はしたいと思っております。
○尾 委員 ということは、損害賠償請求はない
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けれども、損害賠償請求はできるというふうに、
そして、このことに関しては請求されるというこ
とでしょうか。
○小島大臣政務官 そのとおりにきちっと対応い
たしたいと考えています。
○尾 委員 あと、今話題になっている再検品の
費用のことについてもお伺いいたします。
実は、四月二十三日に、興和と伊藤忠というマ
スクの納入のところが、未配達分はみずから再検
品するというふうにプレスリリースをされました。
ところが、同じ四月二十三日に、政府は宮岡とい
う会社と八億円で検品の契約をしている。これは、
八千五百万枚と私は聞いているんですけれども。
ちょっと、だから、今、会社は会社で再検品する
と言っているのに、政府は政府で八億円で八千五
百万枚を検品しているという、これは何か二重に
なっているような気がするんです。
さらに、ちょっともう時間がないので、この再
検品の八億円というのは、本来、先ほど申し上げ
た、きちんと契約されて納品されていればかから
なかった費用じゃないかと思うんですが、このあ
たり、いかがでしょうか。
○小島大臣政務官 お答えいたします。
まさにこのマスクは、国民の方々がしっかり不
安を解消していただくこと、そして、一日も早く
マスクを届けたいという角度からこのことを取り
組んだわけですけれども、今のお申し越しの件に
つきましては、メーカー側に対しまして、求償権
を含めまして、今後検討していきたいというふう
に考えております。全く、八億円出して、出し切

るということはないように、しっかりとこれから、
落ちつきましたら、メーカー側とも協議していき
たいというふうに考えております。
○尾 委員 私、その宮岡との契約書で八億円と
いうのを持っているんですけれども、これを破棄
するということですか、今おっしゃったのは。再
検品する業者と八億円の契約書というのは、もう
手元にいただいております。野党側にもさまざま
なペーパーが出ておりますが、これを今、政務官
は、見直す、八億円かからないようにするとおっ
しゃったわけですが、それでよろしいんでしょう
か。
○小島大臣政務官 八億円が今、前面に出ていま
すけれども、検品をしてみて、枚数によって、実
は八億円を下がる場合もあるわけですね。でも、
それにしましても、再度申し上げますけれども、
やはり基本的には、メーカーが受けて、メーカー
が検品をして納入するのが当たり前ですから、そ
のことはきちっと踏まえて、これから事が一応お
さまりましたら、納入業者と、しっかりとそうい
う面で、求償権についても含めて検討をしていき
たいと思っております。
○尾 委員 要は、この八億円は、本来要らなか
った八億円であると。それは議論していくという
ことですから、本来かからなかったものを、かか
っているということについて、そして、それは、
私はもう、やらなくて、そして、町にはマスクが
あるわけですから、そろそろマスクの配布という
のを中止して、その分のお金は、もっと必要なと
ころや、第二波、第三波に向けての準備のことに

変えるべきだと思います。
ちょっと、きょう、会計検査院に来ていただい
ていますので、検査院にもお伺いしたいと思いま
すが、今回の不良品に対する経費追加としての検
品など、本当にそれが会計的に無駄のない適切な
契約で、一番効率的に目的達成されたのかという
ことを、本件契約、一連の会計処理が終わった時
点で、やはり、検査院は検証しなければならない
と思います。災害のような今回の状況だからこそ、
いろいろなものがいいかげんになっていないのか、
おざなりになっていないのか、これは会計検査院
としてしっかり検証、検査すべきだと思いますが、
いかがでしょうか。
○篠原会計検査院当局者 会計検査院は、これま
で、厚生労働省が実施している業務に係る支出等
の会計経理について、合規制、経済性、効率性、
有効性の観点から幅広く検査を実施し、その結果
を検査報告に掲記するなどしているところでござ
います。
委員お尋ねのマスクに係る契約を含む厚生労働
省の会計経理につきましては、国会での御議論等
も踏まえ、引き続き適切に検査を実施してまいり
たいと考えております。
○尾 委員 検査、検証をお願いしたいと思いま
す。
政務官、最後に。
もう、私は配布を中止すべきだと思うんです。
ここを見渡してください。アベノマスクをしてい
らっしゃる方、いますか。配布されたマスクが、
やはり今、もう不織布のマスクが出ていますし、

- 3 -

ｂ

衆議院消費者問題に関する特別委員会議事速報（未定稿）
令和2年5月19日

手づくりで布マスクを持っていらっしゃる方もい
ます。という意味でいうと、需要の部分も余りも
う今ない状態ですので、今この状況に至って、も
う配布をする理由がなくなっていると私は思いま
す。ですので、ここはやはり政治判断として、政
務官、ぜひもう配布を中止していただきたいと思
います。いかがでしょうか。
○小島大臣政務官 お答えいたします。
私も、厚労省にいまして、まだまだ、先生、お
っしゃるんですけれども、非常に今、全体的に十
分に行き渡っているということは、私はまだ、ま
だそのようには考えておりません。
そういう中で、一応、今下がったんですけれど
も、今後もし、こういう、もしじゃなくて、緊急
事態が解除されて、また今度、もう一回、韓国の
ように、再度、二波が、三波が来るかもわからな
い。そういうことを考えれば、やはり、しっかり、
国民の方々に、安心のために、一日も早くマスク
をお届けするということは、私たちの政策目的と
してしっかりと努めていきたいというふうに考え
ております。そういう状況です。
○尾 委員 ちょっと、まだ配られるということ
で、非常に残念です。もう配布を中止していただ
いて、そのお金は、さっきおっしゃった第三波と
かで来るときの不織布のマスクの備蓄に回すなり、
できると思います。御検討ください。
以上でマスクに関しては終わりですので、御退
席いただければと思います。ありがとうございま
した。
それでは、済みません、法案審議の方に入って

いきたいと思います。
ちょっと、今回、新型コロナウイルス緊急事態
宣言がある中での法案審議ということになりまし
て、消費者庁長官もただいま自宅待機というよう
な状況でございます。また、参考人質疑も、やは
り、感染症拡大の観点からいうと、書面でもって
意見をいただくという形式になりました。
今本当に、この状況でこの法改正の議論をすべ
きだったのかということについては、やはり若干
疑問が残るのではないかということをまず指摘を
させていただきたいというふうに思います。
そして、これは皆さんもおっしゃっていただい
ているとおり、二〇〇六年が施行で、施行後五年
を目途に検討をして必要な措置を講ずるというこ
とになっておりました。今、二〇二〇年、十四年
かかったということで、これは余りに改正まで長
かった。そして、これを二度と繰り返してはなら
ないというふうに思います。
まず、この法律なんですけれども、実は非常に、
十一条しかないんですね、薄い法律というか、条
文は少ない。今回改正されても実は二十二条しか
ない。しかし、何か複雑でわかりにくいんです。
公益通報は、本来、万人が使いやすくシンプル
にする法律でなくてはならないと思いますが、大
臣、この法律、本当に国民の皆さんにとってわか
りやすい法律になっていますでしょうか。大臣の
受けとめをお聞かせいただければと思います。
○衛藤国務大臣 この法律には詳細な内容の規定
があるために複雑に見えるかもしれませんが、要
件が具体化、明確化されていることで、通報しよ

うとする者にとって法の適用があるか否かわかり
やすいという側面もあると思っています。
消費者庁としては、多くの方に制度の内容を知
っていただけるよう、制度の周知広報に努めてま
いりたいというぐあいに考えております。
○尾 委員 具体化のところで絞り過ぎていて、
何か公益通報にほぼ当たらない、内部通報に当た
らないということがやはりあって今回は広げるわ
けですけれども、やはりもっとシンプルに、わか
りやすい法律を私たちは目指していくべきだと思
います。
こ の公 益通 報 に関 しては 、 ＯＥ ＣＤ や Ｇ サ
ミットなんかでも議論してまいりましたけれども、
今回の法改正によって、この法律はいわゆるグロ
ーバルスタンダード、例えばＥＵ指令であったり
アメリカや韓国、こういったレベルに達したとい
うふうに評価されますか。それとも、達していな
いとすれば、それはどのような部分であるという
ふうに大臣はお考えになっておられるでしょうか。
○衛藤国務大臣 実際、今回の改正においては、
例 え ば守 秘義 務 の導 入等々 は Ｇ ハ イ レベ ル原
則にも沿うものであります。その他公益通報者の
範囲の拡大や保護要件の緩和、内部通報体制整備
義務の導入など、各国の制度も参照しながら大幅
に制度の見直しを行うものであり、遜色がないも
のと思いますが、まだまだ課題はあるということ
で、附則五条で検討を三年以内に行うということ
をさせていただいているところでございます。
○尾 委員 私は、正直言いまして、この十四年
間法改正をほっている間に、ほかの国はどんどん
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どんどん上がっていってＥＵ指令までできたわけ
です。それに比べて今日本がそこに追いついてい
るかというと、正直そこに追いついている法改正
にはやはりなっていないと言わざるを得ない。ま
ずその認識を持っていただきたいと思います。
例えば、アメリカのような通報による報奨制度
がありません。つまり、それに対してインセンテ
ィブが働くのかというようなこともありますし、
韓国のような公益通報を担当する専門部署である
国民権益委員会というものも実はないわけです。
やはり、グローバルスタンダードから見たら、か
なり今改正したとしても差があるということを指
摘しながら、何とかそれをグローバルスタンダー
ドに近づけるために、今回ぜひ皆さんと一緒に修
正も考えていただきたいということを申し上げて、
ちょっと個別の話に入っていきたいと思います。
まず、確認ですけれども、運用実態でございま
す。
公益通報者保護法によって通報者が保護された
裁判例、昨年の五月十四日の委員会の答弁で二件
でございました。今の時点で、その二件から件数
に変更はありますでしょうか。
○衛藤国務大臣 公益通報者保護法により通報者
が保護された事案として把握しているのは、二件
でございます。
ただ、裁判によらず解決されている事案も一定
数存在しているものと考えられます。
以上です。
○尾 委員 やはり、要件などが厳し過ぎて、当
たらない。特に、裁判でも二例というのは、やは

り、私たちはこれを重く受けとめなければいけな
い数字だと思います。
ちょっと確認いたしますが、例えば、今回の法
改正が改正されたと仮定して、私たちがちょっと
こだわっている森友問題の公文書改ざん、この決
裁文書改ざんを実際に行っている人物が省庁に設
置をしている内部通報先に通報した場合、公益通
報者としてこの方は保護されるのかということを
確認したいと思います。
○高田政府参考人 お答えいたします。
個別の事案についてはお答えを差し控えますが、
一般論として言えば、公文書の適正な管理は行政
運営の透明性を高める上で極めて重要でございま
す。本法との関係では、国の行政機関の通報対応
に関するガイドラインにおいて、本法が対象とす
る消費者の利益の擁護等に関連する法律に限らず、
公文書管理法違反も含め、法令違反の通報を広く
受け付け、また、これら通報者を不利益取扱いか
ら保護するよう求めているところでございます。
今後とも、ガイドラインの周知を通じて、公文
書管理法違反も含め、法令違反の通報に広く対応
し、不利益取扱いをしないよう求めてまいります。
○尾 委員 公益通報者保護法のところに公文書
管理法は当たりますか。だから、今の時点では刑
事罰がないので当たりませんよね。今回の改正で
行政罰が入りますけれども、これでも入りません
よね。確認です。
○高田政府参考人 お答えいたします。
本法の目的等に鑑みまして、公文書管理法違反
は該当いたしませんけれども、ガイドラインにお

きまして、法令違反の通報を広く受け付けるとい
うことになっているところでございます。
○尾 委員 つまり、ちょっとすれ違っているの
で、公益通報者保護法における公益通報には当た
らないわけですよね。うなずいていただきました。
そうなんです。
こんな大事件があって、でも、今回の保護法の
改正では、確かに刑事罰から行政罰に範囲は広が
っていますけれども、ただ、この場合は、公文書
管理法が罰則規定がないから公益通報にならない
というような、やはり狭いんですね。ですので、
本来、もう少し、やはり、公益通報に当たる、通
報者に当たるという部分を広げないと、本当に重
要なことを通報できる、それを担保できる法律に
これはなっていないということであると思います。
ですので、例えば、こういうことを二度と起こ
さないためには、そういう仕組みをつくるのは立
法府、私たちに課せられた使命ではないかという
ことを申し上げておきたいというふうに思います。
あと、この間、さまざまな企業不祥事が続いて
きました。内部通報した人が配置転換をされると
か役職を解かれる、仕事がなくなるなど、企業側
からの不利益をこうむってきています。
今回の、内部告発者、内部通報を守る法改正に
なっているのかという観点からお聞きをしていき
たいというふうに思います。
まず、労働者から、今回、一年以内の退職者と
役員というのが入りました。ただ、取引先業者は
入っていないんですね。公益通報、内部通報で有
名な西宮冷蔵さんなんかは、これは取引先企業で
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したから、ここは実は、今回の法改正でも通報者
の範疇に入らない。先ほど申し上げたように、刑
事罰に行政罰が加わっても、やはり限定列挙であ
って、法令を指定しないと、この法律のここに違
反していると言わないと内部通報者になれない仕
組み、これもまだこのままなんですね。ちょっと
時間があれば、このことは後で聞きます。指摘を
今しておきます。
例えば、報復をちゃんと罰則でもって禁止しな
いといけない。ＥＵの公益通報者保護指令では、
通報への報復に罰則を規定しています。例えば韓
国も、通報者に対する不利益措置、罰則があり、
通報の後、二年以内に通報者に対して不利益措置
があった場合は、公益通報を理由に不利益措置が
講じられたものとみなすと、非常にわかりやすく
できているわけです。
今、消費者庁が二〇一六年に実施した調査では、
通報経験がある六十三人の労働者のうち半数程度
が、やはり不利益な取扱いを受けたというふうに
回答していますし、スルガ銀行の第三者調査なん
かを見ても、通報しようと思ったけれどもやめた、
その理由には、やはり制裁や報復があるというこ
となんです。
ですから、今回の法改正は、先に公益通報業務
従事者に守秘義務を課す、そして罰金を科すとい
うことで、事前抑止みたいなことは入りましたけ
れども、やはりこれだけでは不利益取扱いのおそ
れというのは解消されないというふうに思うわけ
です。附則には不利益取扱いの是正に関する措置
のあり方が入りましたけれども、これはあくまで

今後の検討であります。
実は、消費者委員会の答申は、不利益取扱いを
した事業者に対する行政措置の導入、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と
なっていた。でも、法改正には至りませんでした。
大臣、報復への行政措置や罰則がなければ不利
益取扱いを抑止する効果はないのではないかと考
えますが、いかがでしょうか。
○衛藤国務大臣 今回の改正法案においては、従
業員等に対する守秘義務を課すとともに、事業者
に、公益通報者に関する情報が漏えいしない体制、
公益通報者に対する不利益取扱いを防止する体制
の整備を求めることといたしまして、公益通報者
に対する不利益取扱いを事後的ではなく事前に抑
止する内容となっていることは御指摘のとおりで
ございます。
また、事業者に内部通報体制整備義務を課し、
事業者内において不利益取扱いを禁止するととも
に、違反して不利益取扱いを行った者に対して懲
戒その他適当な措置をとることを内容とする社内
規定を定めるとともに、それに基づき運用するこ
とを想定いたしております。
このような対応によりまして、不利益取扱いに
対する事後の制裁や行政措置ではなくて、違法な
不利益取扱いの事前抑止を通じ、幅広く公益通報
者を保護することができるというぐあいに考えて
いるところでございます。
また、今ございました御指摘の点につきまして

は、やはり運用上の問題として、附則第五条によ
って十分検討していきたいというのが今回の全体
の改正に向かっての意思でございます。
○尾 委員 私は、やはり、行政措置だけではな
くて、罰則までやって不利益取扱いをこういうふ
うに抑止しないと、さっきの事前のところだけで
は不十分だと思うんですね。
それはなぜかというと、例えば、助言、指導、
勧告、公表、この行政措置に、では本当に効果が
あるのか。労働法制の中で、不利益取扱い禁止規
定が入っていて、実は公表まで至ったものという
のは、私、きのうもヒアリングで確認したんです
けれども、大体、関係者の中で思い当たるのは実
は一件なんです。一件しかなくて、妊娠を理由と
する解雇で、男女雇用機会均等法第三十条に基づ
く公表というのが平成二十七年九月四日に一件だ
け公表されているんですが、結局、それですら、
そんなぐらいの運用実態なんですね。
だから、これが入ったらすごく恐ろしいことが
起こるんじゃないかというふうに皆さんは思われ
ているかもしれませんけれども、労働法制の分野
においても、実は、公表までしてもどこまで抑止
できているのかなというような状況があって、だ
からこそ、命令と刑事罰までしっかり入らないと、
これは実効性が担保できないと思うわけです。
ですので、大臣、附則の中にも入っているとお
っしゃいましたので、これはしっかり、事実認定、
執行体制、課題ということは聞いておりますが、
これは鶏と卵でありまして、やるんだと決めて実
行していけば、できる体制をつくることが大事で

- 6 -

ｂ

衆議院消費者問題に関する特別委員会議事速報（未定稿）
令和2年5月19日

すので、ぜひ政治の意思を示していただきたいと
いうふうに、ちょっと次の質問がありますので、
これは要望にしておきたいと思います。できるだ
け早くこの不利益取扱いの措置をやっていただき
たいというふうに思います。
次の論点は、では実際に不利益を受けた人がど
のようにして被害を回復するのか、その負担をど
うやって軽減するのかということについてお聞き
をしていきたいと思います。
ちょっと何回も出して恐縮ですけれども、お隣
の韓国は国民権益委員会というのがありまして、
ここが本人のかわりに会社を調査して処分するん
ですよ。その処分に会社が不服の場合も、会社と
国が裁判をして、本人が費用負担とか裁判の負担
がほとんどないような状態をつくっています。
では日本はどうかというと、先ほどから委員の
皆さんが御指摘されているように、不利益取扱い
を受けた人は、自分の会社で勤務をしながら自分
の会社を民事訴訟で訴える。それも、例えば人事
のことであれば、事業者には幅広い人事考課裁量
権が認められていますから、これはもう本当に難
しい闘いで、オリンパスでいうと、内部通報者と
して頑張っていただいた浜田さん、長い長い裁判
を闘ってきたわけです。ですので、やはりこのル
ールを変えなければいけない。浜田さんは究極の
ざる法だと公益通報のことを言われている。実際
に内部通報された人が、こんなんじゃ使えないし、
自分が裁判で訴えないとどうにもならないという
のはおかしいんじゃないかと言われています。
大臣、お聞きしますが、この部分、結局変わら

ないわけなんですね。今のこの制度のままで、通
報者側のリスクと負担はやはり大き過ぎると思う
んです。大臣、その認識はいかがでしょうか。
○衛藤国務大臣 今回の改正法案では、事後的な
行政措置や裁判のみならず、不利益取扱いを事前
に抑止する観点から、公益通報者に関する情報の
漏えい防止のための刑事罰つきの守秘義務を導入
する、そして不利益取扱いの禁止を定めるなどの
通報体制整備義務を事業者に課すということを行
いました。
また、公益通報者と事業者との間で紛争が生じ
たとしても、裁判に至る前に行政機関等による裁
判外紛争解決手続、ＡＤＲにおいて和解成立し、
解決される事例も存在するものと思っています。
今後、労働審判など関係法、機関との連携に取
り組むほか、不利益取扱いの是正の重要性に鑑み、
改正法案の附則第五条の規定も踏まえまして、そ
の是正に関する措置のあり方についても必要な検
討を行ってまいらなければいけないというぐあい
に考えております。
○尾 委員 今回、法改正に盛り込まれなかった
ところが、ちょっと大臣の認識とあれなんですけ
れども、やはり解雇についての立証責任の緩和、
転換ですね。先ほど申し上げたように、やはり最
後、本人が民事訴訟で立証責任を負ってやらなけ
ればいけないという部分は、やはり変えなければ
いけないと思います。これは専門調査会で議論さ
れましたけれども、改正案に盛り込まれなかった
わけです。
この立証責任の転換というのは既に労働法制で

はされていまして、例えば男女雇用機会均等法第
九条の第四項は、妊娠中の女性労働者及び出産後
一年を経過しない女性労働者に対してなされた解
雇は無効とした上、ただし書きで、事業者が当該
解雇が妊娠、出産を理由とする解雇でないことを
証明した場合には解雇を有効にするというような
ことがもうできているわけです。
なので、解雇が通報から例えば一定期間内に行
われた場合は、立証責任を事業者に転換すべきで
はないか。さらに、解雇以外の不利益取扱いも、
例えば、配置転換や減給や降格、出向について、
これは会社の裁量であっても、本当にこれは裁判
で違法性を争うのは困難なので、事業者側が不利
益取扱い、公益通報を理由とするものではないこ
とをやはり証明する、ここを入れるべきだという
ふうに思います。いかがでしょうか。
○衛藤国務大臣 公益通報を理由とした解雇その
他の不利益取扱いについて、通報者の負担軽減の
観点から、立証責任の緩和又は転換を求める意見
があることは承知をいたしております。
他方、消費者委員会においても、解雇も含めて、
悪意ある労働者に制度が利用される、無用な争い
を避けるために通報者に対する措置を一時的に凍
結するなど、立証責任の転換により円滑な労務管
理等を阻害するとの懸念が示されまして、消費者
委員会の答申においても今後の検討課題とされて
おります。
また、解雇以外の不利益取扱いについても、配
転などについては一般に事業主に広い裁量が認め
られており、そうした中での立証責任を転換する
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ことは、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と考えられております。
こうした観点から、今回は、改正法において解
雇以外も含め直接立証責任の緩和又は転換につい
て規定することは見送らざるを得ないというぐあ
いに思ったものであります。
なお、改正法案の附則第五条では、公益通報者
に対する不利益な取扱いの是正に関する措置のあ
り方について検討規定を設けていますが、これは、
立証責任の緩和又は転換についても含めて検討を
行うという趣旨でございます。
○尾 委員 今重要な御答弁をいただいたかと思
います。附則の五条のところは、立証責任の緩和、
転換も含めての課題であるということであります。
それであるならば、もう少しここがしっかりと次
の検討課題であるということを、私は条文上わか
るようにすべきではないかというふうに思います
ので、ぜひこの辺、修正に盛り込んでいただきた
い、皆さんと御議論していただきたいと思います。
それでは、次に参ります。
公益通報対応業務従事者の守秘義務違反のこと
についてです。
有識者の方から提出いただいたところで、日弁
連消費者問題対策委員会副委員長の志水弁護士か
らの指摘事項の中に、改正案の十二条には、正当
な理由なく通報者を特定する情報を漏らしてはな
らないというふうにあるんですが、この正当な理
由というのをやはりもう少ししっかりとどういう
ことなのかということを規定するべきではないか
ということ。また、本人の承諾を正当な理由とす

る場合は、守秘義務を解除することにより想定さ
れる事態を説明して理解させた上で書面による確
認が最低限必要じゃないかというようなことを、
しっかり定めるべきじゃないかということを指摘
されていますけれども、これについてはいかがで
しょうか。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
今般の改正によって設けられる公益通報対応業
務従事者の守秘義務には刑事罰が科せられている
ところ、刑事罰の解釈については御指摘のとおり
明確性が求められております。
消費者庁としては、この点に関して、逐条解説
や当庁のホームページにおけるＱアンドＡなどに
おいて解釈の明確化を図っていく必要があるとい
うふうに考えております。
御指摘の点につきましては、正当な理由に関し
て本人の同意がある場合にというところでござい
ますけれども、今般の改正によって設けられる守
秘義務は通報者保護の一環であるため、御指摘の
とおり、通報者本人の同意がある場合には守秘義
務違反に当たらない正当な理由が認められる場合
に当たります。
この同意に関しては、必ずしも書面によらなけ
ればならないわけではございませんけれども、通
報者本人の真意に基づく必要があると考えられま
すので、例えば、同意の範囲や同意によって通報
者に生じるリスクについて誤解を生じさせて得た
同意では、正当な理由には該当しないと考えられ
ます。
一般的には、口頭の同意はその有無や範囲につ

いて紛争が生じるおそれがありますが、書面で同
意を得ている場合にはそのようなおそれは小さい
と考えられております。
○尾 委員 例えば、口頭で、いいですよと言っ
ただけで、これは正当な理由ということで広がっ
てしまったら、本人がどれだけ不利益あるかとい
うのはわかりませんので、ここは、先ほど逐条解
釈をちゃんとしていただくとか、書面でもやって
いただくということでよろしいですか。確認です。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
委員の御指摘を踏まえまして、今後検討してま
いりたいというふうに考えております。
○尾 委員 不利益にならないように、しっかり
と規定していただきたいと思います。
あと、内部通報をした方が、実は、だから、法
令違反ではなかった、行政罰、刑事罰ではなかっ
たということになると、この通報事実自体もやは
り守秘義務のところからは解除されることになる
んでしょうか。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
今般の改正によって公益通報者を特定させる事
項について守秘義務が課せられるところ、その対
象はこの法律が定める公益通報がなされた場合で
ございます。ただし、公益通報に該当しない通報
であっても、不正行為のおそれに関する通報に関
する秘密を保持することは、公益通報者保護制度
の実効性を向上するに当たって重要であると考え
られます。
そうした観点から、消費者庁において策定、公
表している民間事業者向けガイドラインにおいて
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は、例えば、法令違反のほかにも、内部規程違反
等についても幅広く通報を受け付けることが適当
であるとした上で、寄せられた通報に係る秘密保
持の徹底を図ることが重要である旨を定めている
ところでございます。
消費者庁としては、引き続き、こうした通報に
係る秘密保持の徹底について周知啓発を進めてい
く予定でございます。
○尾 委員 これは、内部通報に当たるかどうか
はやはりわかりにくいんですよ。だから、当たら
ないと判断されたときでも、しっかり何かガイド
ラインなどで守秘義務を課していただきたいとい
うことを申し上げて、これはいろいろまだ課題が
あります。皆さんとよりよい法律にしていきたい
と思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で私の質問を終わります。ありがとうござ
いました。
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