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会社の不祥事を通報した
労働者に対する保護を強化

2022年の法改正で
公益通報のハードルが下がった

公益通報者保護法が改正に
通報者を守る新たなルール

　企業の不正や不祥事のなかには公益に反するもの
もあり、早期の改善によって過ちを最小限に食い止め
る必要があります。そのためには、社員からの『公益通
報』が必要不可欠であり、通報したことで嫌がらせを
うけるようなことがあってはなりません。そこで、内部
告発をした者、いわゆる通報者を保護するために、『公
益通報者保護法』が成立し、2006年に施行されました。
　公益通報とは、会社内部の法律違反を知った者が、
企業内の窓口や、外部のしかるべき機関にその事実
を通報することを指します。労働者自身の利益や、他
人に損害を与える目的があって通報した場合は、公益
通報には該当しません。
　事業者は、社内に公益通報を受ける仕組みを整備
し、不祥事の調査や是正処置、再発防止策の策定など
を行うことが求められます。また通報者を解雇するな
どの不利益な取扱いは、公益通報者保護法によって
禁止されています。
　2022年６月には、今回の公益通報者保護法が改正
されました。改正法では、通報者の保護や通報のしや
すさが強化されると同時に、さらに、事業者に内部公
益通報対応体制の整備が義務付けられました。まずは
義務のポイントを紹介します。

●対応窓口づくりと通報者保護の強化
　通報に対応する窓口の設置や調査、是正措置など、
内部通報に適切に対応できる体制を整備すること。従
業員数が300人以下の中小企業は努力義務となります。
また、この義務の実効性を確保するために、指導や勧
告などの行政措置も導入されます。さらに、公益通報
を受け付け、調査する担当者を公益通報対応業務従
事者として指定することも義務付けられました。この
従事者は、通報者に関する情報の守秘義務を負います。

　通報者に対しては、以下の２点が考慮されます。

●外部機関に通報がしやすくなる
　これまで行政機関に通報を行う際の条件は、信じる
に足りる相当の理由がある場合に限られていました。
しかし、今回の改正で、新たに『通報者の氏名等を記
載した書面を提出する場合』が追加されました。また、
報道機関への通報者に関しては、現行の『生命・身体
に対する危害が発生しているか、その急迫した危険
があると信ずるに足る理由がある』という項目に、『財
産に対する回復困難または重大な損害が発生する場
合』『事業者が通報者の情報を漏らす可能性が高い
場合』という条件が加わりました。
　
●保護対象者の範囲が広がった
　これまでは、通報された企業に勤務する労働者に
限られていた保護対象者が、退職後1年以内の退職
者や役員にまで広がりました。また、通報を理由とし
た派遣契約の解除や損害賠償請求が禁止されました。
そのほかにも、公益通報として保護される範囲を拡大。
刑事罰が科せられるような事実の通報に限定されて
いた保護範囲が、行政罰の理由となる事実を通報し
た人にも広がります。
　
　これらの改正は、公益通報のハードルが低くなるこ
とを意味しています。したがって、事業者は、労働者か
らの公益通報に対応できる体制の整備を行う必要が
あります。
　労働者が相談しやすい専用窓口の設置はもちろん、
不利益取り扱い禁止の徹底、窓口担当者の研修など、
自社に必要な取り組みをひとつずつ実施していきま
しょう。

社員からの通報で企業の不祥事が明らかになるケースは少なくありません。通報した社員が不利
益を被ることのないよう、政府は2022年6月に『公益通報者保護法』を改正しました。改正の要点
と行うべき取り組みについて説明します。

経営 TOPICS
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定期購入にまつわる相談が過去最多
サブスクのトラブルも増加傾向

4年で4倍以上に増加した
定期購入の消費者生活相談

サブスクリプションにまつわる
相談件数は毎月500件ほど

ネット通販などでの定期購入に関するトラブルが急増しています。また、近年は商品やサービス
を一定期間利用できる定額制のビジネスモデル、サブスクリプションのトラブルも増えています。
今回は、そのようなトラブルが起こる背景や傾向について考察します。

　2021年6月に消費者庁が『令和3年版消費者白
書』のなかで公表した『通信販売の定期購入に関す
る消費生活相談』によると、2020年の定期購入にま
つわる消費生活相談件数は、５万9,172件となり過
去最多を記録しました。1万3,673件だった2016年
と比べると4倍以上も増えており、年々大幅に増加
していることがわかります。
　数字は、国民生活センターと全国の消費生活セン
ターをネットワークで結び、消費生活に関する相談情
報を蓄積しているデータベース『PIO－NET（パイオ
ネット）』に、2021年3月31日までに登録された件数
の合計から算出。内訳は健康食品の定期購入に関す
る相談件数が３万9,261件、化粧品が約1万8,485
件、飲料が1,426件でした。

　2020年は、相談件数の9割以上がインターネット
通販によるものでした。近年、さまざまなジャンルで
広がりつつあるサブスクリプションは、商品やサービス
を使用する『権利』を購入するというビジネスモデル
であり、インターネットと親和性が高いのが特徴です。
定期購入と同様に「利用していないのに代金を請求さ
れた」「解約ができない」「退会したと思っていたら継
続課金になっていた」など、消費生活センターにはサ
ブスクリプションに関する相談が毎月500件ほど寄せ
られています。今後はその件数も、より増えていくこと
が予想されます。
　定期購入やサブスクリプションを取り扱う事業者は、
消費者に誤認させるような表示をしないよう注意して
いくことが大切です。

『定期購入』に関する消費生活相談件数の推移（商品別）

出典：消費者庁『令和3年版消費者白書』
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/2021/
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投資額の70％を損金として算入可能！
M&Aの実施により活用できる減税措置

優遇措置を受けるために必要な
経営力向上計画の申請要件

準備金を積み立て損金算入できる
『準備金の積立』も要チェック

中小企業の事業承継の手段として、別の企業に経営権を譲渡するM&Aが注目を集めています。
2021年度の税制改正では、中小企業のM&Aを促進して経営資源の集約化を目指す、『経営資源
集約化税制』が創設されました。この税制のポイントを解説します。

　経営資源集約化税制は『経営力向上計画』の認定を
受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した
場合に、『設備投資減税』と『準備金の積立』という2つ
の優遇措置を活用できる税制です。

　経営力向上計画とは、経営力向上のための人材育
成や財務管理、設備投資などの取り組みを記載した計
画書のことで、認定には事業所の所管省庁の大臣に
申請を行う必要があります。申請できるのは、『特定事
業者等』と『中小企業者等』の２つに該当する事業者に
限られます。

【特定事業者等】
●常用する従業員数が2,000人以下の法人または個人
●協同組合等

【中小企業者等】
●資本金または出資金の額が１億円以下の法人
●資本または出資を有しない法人のうち常時使用す
　る従業員数が1,000人以下の法人または個人
●協同組合等

　設備投資減税は、特定事業者等と中小企業者等に
該当する事業者が、2023年３月31日までの期間に認
定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を
取得した場合に投資額の10％の税額控除か、全額即
時償却を受けられる措置です。
　『生産性向上設備』はA類型、『経営資源集約化に資
する設備』はD類型など、設備の詳細によってA～Dの
類型に分けられており、申請には工業会や経済産業局
の証明・確認を受け、証明書や確認書を交付してもら
う必要があります。

　また、特定事業者等と中小企業者等の２つに該当し、
2024年３月31 日までに『事業承継等事前調査』に関
する事項が記載された経営力向上計画の認定を受け
た事業者には、株式取得によってM&Aを行う場合に
受けられる措置『準備金の積立（中小企業事業再編投
資損失準備金）』もあります。
　事業承継等事前調査とは、M&Aによる買手側が売
手側に対して行う調査のことで、『デュー・デリジェン
ス（以下、DD）』と呼ばれます。
　調査は、法務や財務、税務などの観点から行われ、
引き継ぐ経営資源について損害が出る可能性を割り
出します。このDDの記載された計画の認定を受けた
事業者がM&Aを実施した際に、株式等の取得価額
（投資額）の70%までを準備金として積み立てると、
その金額を損金として算入することができます。さらに、
積み立てた準備金は５年の措置期間を経てから、５年
かけて均等額で取り崩し、同時に益金算入を行います。
つまり、措置期間を経た６年目からは納税額が増え、
結果として損金算入と益金算入の差し引きゼロの状
態になるというわけです。
　この措置は、あくまで株式取得によってM&Aを行
う場合に限られ、事業譲渡や合併などによるM&Aは
対象外です。また、事業の承継のための取り組みであ
ることが条件で、たとえば親族内での株式移転や、グ
ループ間での事業の移転などは対象外となります。
　申請の手順は、M&Aが決まったら計画を策定し、
事業承継等事前調査チェックシートを添付して提出。
経営力向上計画の認定を受けた後、計画に従って
M&Aを実施し、主務大臣に対して事業承継等を実施
したことおよび事業承継等事前調査の内容について
報告し、確認書の交付を受けます。制度を活用し、税務
申告の際に準備金の損金算入を行いましょう。

2分セミナー税務・会計
CHECK 03 



労働者派遣契約や負うべき責務など
派遣労働者の受け入れ時に注意すること

派遣会社と契約する前後、労働者を
受け入れる企業が気をつけること

派遣労働者を就業させるときに
受け入れる企業が守るべきルール
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人材採用においては労働者を雇用する以外に、派遣社員を受け入れるという選択肢があります。
この場合、直接人を雇用する場合とはさまざまな違いがあります。今回は、派遣労働者を受け入
れ時の注意点や、守らなければいけないルールを解説します。

　企業が派遣労働者を受け入れる際は、労働者派遣
法に基づいて、派遣会社と『労働者派遣契約』を結ぶ
ことになります。注意したいのは、しばしば労働者派遣
事業を無許可で行っている事業者が存在している点
です。無許可の会社との取引が発覚した場合、労働者
派遣法違反になります。法律違反のリスクを避けるた
めにも、派遣会社の候補をピックアップしたら、事前に
厚生労働省が運営する『人材サービス総合サイト』で、
取引を予定している派遣会社の許可番号や届出受理
番号がきちんとあるか確認しておきましょう。
　
　ちなみに、建設業務、港湾運送業務、警備業務、一部
の医療関係業務は、労働者派遣が禁止されているの
で注意しましょう。（医療関係業務については、条件を
満たした場合は認められることがあります）
　労働者派遣契約書を準備する段階になったら、派遣
労働者の業務内容や、就業場所などの事項をあらか
じめ派遣会社と定めます。
　無事に派遣会社と契約を締結したら、いよいよ派遣
労働者の受け入れです。このとき、受け入れ側の企業
は希望の人材を指名したり、事前に面接をしたりして
はいけないことになっています。どの労働者を派遣す
るかを決めるのは派遣会社であり、もし、派遣先企業
が事前面接をはじめ派遣労働者を特定する行為を
行っていた場合は、各都道府県の労働局から指導を
受けることがあります。
　
　一方で、派遣労働者の職場見学などは推奨されて
います。派遣先には業務の内容を派遣労働者に伝え
る義務がありますが、書面だけでは限界があります。
ミスマッチを防ぐためにも、職場見学の要請を受けた
ら訪問を受け入れるようにしましょう。

　派遣労働者は、派遣先の企業で業務を行いますが、
就業規則や就業内容については、派遣先が派遣会社
とあらかじめ定めた労働者派遣契約に基づきます。も
し、契約と異なる働き方をさせてしまったら、労働者派
遣法違反となります。
　厚生労働省は、就業場所の定期的な巡回や、労働時
間の管理を推奨しており、契約に反した働かせ方の
防止への対応を求めています。労働基準関連法など
の責務は原則として派遣元が負いますが、労働時間
管理や危険防止措置などの責務に関しては、派遣先
にも分担されることを知っておきましょう。
　
　さらに、派遣先の責務として、『派遣先責任者』の選
任と『派遣先管理台帳』の作成も必要です。派遣先責
任者とは、派遣労働者に関する就業の管理を一元的
に行う責任者のことで、１事業所で、派遣労働者 100 
人当たり1人の責任者を選任しなければいけません。
派遣先管理台帳とは、派遣労働者名や派遣会社名な
どの必要事項を記した台帳のことで、派遣先は作成し
て保管する義務があります。
　
　このほか、派遣先の企業が派遣労働者から苦情の
申出を受けた際は、派遣会社に通知して、双方の企業
が連携しながら苦情に対応します。業務内容の見直し
やハラスメントなど、内容に応じて必要な措置を講じ
る必要があります。福利厚生では、正社員と同じ施設
を差別なく使用させる努力義務があったり、派遣会社
が行う能力開発や教育訓練に派遣労働者が参加を
希望したりした場合は、参加できるように便宜を図る
よう求められています。
　派遣先企業は、労働者派遣法を遵守し適切な労務
管理をしていきましょう。

労務ワンポイントコラム
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知的財産を活用したビジネスモデル
オープン＆クローズ戦略とは

著作権や特許権などの知的財産は
一定期間にわたって保護される

ー 6 ー

知的財産をどこまで開示して
どこまで開示しないかを判断する

『知的財産』には著作権などの権利が保護されるものがあります。そして、知的財産のなかでも
他社と共有する部分と自社で独占する部分に分けて活用することを『オープン＆クローズ戦略』
といいます。今回は、知的財産のオープン＆クローズ戦略について解説します。

　知的創造活動によって生み出されたアイデアや創作
物は、財産的な価値を持つことから『知的財産』といい、
生み出した人や企業は対象となる知的財産を一定期
間、独占する権利を持つことができます。『知的財産権』
と呼ばれるこれらの権利は、その知的財産の性質に
よって、著作権や特許権、実用新案権や意匠権、回路配
置利用権や育成者権などに分類されます。　
　たとえば著作権は、文芸、学術、美術、音楽、プログラ
ム等を保護する権利のことで、権利を所有するのが法
人の場合は、著作物の公開から70年間が保護の対象
期間となります。（個人の場合は死後70年間）
　特許権は発明を保護するための権利で、特許法に基
づき、出願から20～25年は第三者が無断でその発明
を使うことはできません。特許権は『実用新案権』『意匠
権』『商標権』の3つ合わせて『産業財産権』と呼び、特許
庁に出願して登録することで保護されます。ちなみに、
実用新案権は構造や形状に係る考案を、意匠権はデザ
インを、商標権はマークやロゴを保護する権利です。
　会社が事業を運営していくうえで、これらの知的
財産は大きな武器になります。知的財産を使用した新
しい商品開発はもちろん、ユーザーの課題解決や自社
ブランドの構築などにもつなげることができます。

　特に、知的財産が有効とされるのはオープン＆ク
ローズ戦略を行う場合といわれています。オープン＆
クローズ戦略とは、自社が所持している知的財産につ
いて、他社に公開したりライセンス提供を行ったりす
る“オープンな部分”と、自社で独占して秘匿化する“ク
ローズな部分”を使い分けるビジネスモデルです。
　たとえばアメリカのアップルでは、iPhone端末の製
造工程をEMS企業（製造受託企業）に開示（オープン）
して製造にかかるコストダウンを図りつつ、デザインや
タッチパネル技術、インターフェイス、アプリなどは自
社で製作（クローズ）します。事業領域を選別すること
で、高収益化を実現しているのです。半導体素子メー
カーのインテルも、PC周辺機器（マザーボード）の製
造技術はコスト競争力のあるアジア企業に開示してい
ますが、パソコンの心臓部にあたるMPU（マイクロプ
ロセッサ）に関してはブラックボックス化して、知的財
産を守っています。ドイツの自動車部品メーカーの
ボッシュも、制御ユニット（ECU）の基本ソフトウェアに
関しては標準化して市場を拡大する一方で、制御パラ
メータなどのアプリケーション開発のノウハウはク
ローズにしています。
　多くの世界的企業が行っている通り、知的財産の取
り扱いは高度なバランス感覚が求められます。自社の
保有する知的財産をオープンにすれば、世の中に技術
やノウハウは普及するかもしれませんが、知的財産そ
のものから得られる利益はなくなってしまいます。
　しかし、情報を一切公開せずに完全にクローズにす
ると、市場拡大のチャンスを逃すこともあります。する
と、自社だけで市場を広げなければいけません。オー
プン＆クローズ戦略を行うのであれば、何をオープン
にして、どこまでクローズにするかに関する最適な
配分について考える必要があります。

社長が知っておきたい法務講座!
CHECK 05 



成年年齢引き下げがもたらす
“商機”と“適切な対応”を理解する

20歳以下の成年に向けた新商品や
キャンペーンが展開されると予想

若者の消費活動活性化の期待と
消費者トラブルが増加する懸念

ー 7 ー

民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
企業にとっては10代の新規顧客を獲得するチャンスでもある一方、若年者と契約を締結する
際には相応の配慮が必要です。成年年齢引き下げに伴う商機と、適切な対応を説明します。

　日本では明治9年から成年年齢が20歳と定められ
ていましたが、このほど約140年ぶりに成年年齢の引
き下げが行われ、2022年4月1日からは18～19歳も
成人として認めることになりました。民法が定めてい
る成年年齢には『一人で契約ができる年齢』と『父母
の親権に服さなくなる年齢』という意味合いがあり、
18歳以上であれば親の承諾がなくても携帯電話や賃
貸物件などの契約を有効に結べるようになります。また、
一人でクレジットカードの作成や口座の開設、ローン
を組むこともできるようになりました。
　事業者にとって、成年年齢の引き下げは、新たな顧
客を獲得する商機でもあり、実際にさまざまなキャン
ペーンがスタートしています。たとえば、神奈川県を
中心に賃貸アパートやマンションの管理・運営を行っ
ている株式会社ジェイエーアメニティーハウスでは、
18～20歳の若者を対象としたキャンペーンを実施。
期間中に同社の物件を契約した若者には、国産農畜
産物応援プロジェクトの一環として、お米やギフト
カードをプレゼントしています。また、ビットバンク株
式会社では、若い世代に向けた暗号資産デビューを
後押しする応援キャンペーンを開始。条件を満たした
ユーザーに、抽選で現金をプレゼントしています。
　証券口座の開設も親の同意を必要とせずに行うこ
とができるため、株式や投資信託などの金融取引も
活性化すると見られています。学習指導要領の改訂に
より、2022年度から高校では金融経済や資産形成に
関する教育が必修になり、中学校でも金融リテラシー
教育がスタートしました。
　金融教育の後押しや10代の金融に関する意識への
高まりを受け、少額から始められる投資サービスや、
若年層に向けた体験型投資学習アプリなどが注目を
集めていきそうです。

　今後は若い世代の消費活動が活発になる一方で、
消費者トラブルの増加も懸念されています。社会経験
がまだ浅い彼らが、携帯電話の乗り換えキャンペーン
や、20歳未満を対象としたローン、クレジットカードな
ど、さまざまなプロモーションや金融商品のターゲッ
トとなるからです。
　未成年の場合は多くの契約に親の同意が必要で、
もし同意を得ずに契約を結んだ際には、民法で定めら
れた『未成年者取消権』によって、契約を取り消すこと
ができます。しかし、成年になると未成年者取消権が
行使できず、契約も取り消すことができなくなります。
民法の保護がなく、社会経験も乏しい10代が安易に
契約を結んでしまった結果、消費者トラブルに発展す
る可能性は十分にあります。こうしたトラブルを防ぐ
ために、経済産業省では事業者に対して、成年に達し
た若年者と契約を締結する際には若年者が契約の内
容を的確に理解し、判断するために必要な説明を十
分にするよう配慮を求めています。
　事業者は、事前に商品やサービスの内容について、
若年層でも適切に判断できるような、分かりやすい説
明を心がける必要があります。

民法改正 18

青年年齢は

なります
18歳に

2022年
4月1日より

増客・増収 のヒント
CHECK 06 
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テレワークで出社率が落ちた現オフィス
面積縮小を成功させるポイントとは

コロナ禍で働き方が変化
普及したテレワーク

余裕を持った準備期間と
入念な計画の策定が成功のカギ

オフィスの縮小は仕事や備品の整理整頓が行われるため、業務のコンパクト化に
つながり、業務の効率化も期待できます。フリーアドレス制の導入など、ワークス
タイルの変更もしやすくなるでしょう。一方でオフィスの再構築にはある程度の
コストや時間がかかります。余裕を持って縮小計画を立てる必要があります。

　テレワークの普及によって、企業におけるオフィス
の位置付けが変化しています。
　オフィスの移転や縮小を進める企業は近年増加し
ており、国土交通省による企業ヒアリング（2020年9
月）では、コロナ禍を契機とした働き方の変化に合わ
せ、オフィスの規模や機能を見直す動きが生まれたこ
とがわかっており、社員の人数分の座席は今後不要と
考える企業も、38.1%にのぼりました。東京中心部の
オフィスの賃料の平均は、他都市の中心部に比べて
突出して高く、特に東京23区を中心としたエリアでは、
テレワークを賃料の削減につなげたい意向も強いと
考えられます。このほか光熱費や設備費などの節約に
も有効で、動線の簡素化による業務の効率化や生産
性の向上も期待できるでしょう。
　ほかにも、これをきっかけにフリーアドレス制の導
入に結び付けたい企業や、通勤時間の削減による
ワークライフバランスの実現など、オフィスの縮小に
はさまざまなメリットが考えられます。
　一方で、オフィス縮小に伴い、事務所を移転する企
業もあります。この場合、賃料自体は抑えられたとして
も、引っ越し費用や新たな設備費が発生したり、現在
のオフィス面積が減ることにより、レイアウト変更や内
装工事に伴うコストが思った以上にかかってしまった
りする可能性があります。

　コストの削減が期待できるオフィスの縮小ですが、
実施には経営者・従業員の垣根を超えて話し合い、最
終的な規模感を共有したうえで、入念な計画を立てる
必要があります。たとえば、賃貸のオフィスを解約する
場合、一般的には退去する６カ月前には入居先のオー
ナーや管理会社に解約予告を行います。現在のオフィ
スを縮小する場合も、再構築にはおおよそ６～８カ月
の準備期間を確保するとよいでしょう。
　計画の策定は、現在の事業内容やテレワークの普
及率などを鑑みて、どの程度の出社率になるのかを
正確に算出するところからスタートします。労働安全
衛生法に基づく事務所衛生基準規則では、社員一人
あたりの面積を最低10立方メートル（約3坪）は確保
するように定めています。ここから出社する社員の人
数分の面積を割り出し、どのくらい縮小させるのかを
決めましょう。また、縮小によってレイアウトの変更が
発生する可能性があるため、デスクや椅子、コピー機
など備品の処分や、コンパクトなものへの買い替えも
検討する必要があります。出社組とテレワーク組の割
合の調整や勤怠管理、人事評価の改定も必要です。
　最近では、大企業の拠点縮小や再編も進んでいま
す。自社でオフィス縮小計画が立ち上がったら、メリッ
ト・デメリットをよく考えたうえで、余裕を持って進めま
しょう。

新型コロナの感染拡大をきっかけにテレワークを導入し、現在は在宅勤務可能な
社員が継続してテレワークで就業しています。出社率は従来の３分の２ほどに
なり、これを機にオフィスの縮小も考えています。コスト削減以外のメリットや、
オフィス縮小を成功させるためのポイントを教えてください。

社長のマネジメントをサポート 経営管理マガジン

経営なんでもQ&A? !

CHECK 07 
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