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 企業は、顧客に対してモノやサービスを提供する、取引先から材料を仕⼊れる等と、なんらかの
形で他者と接することで、企業活動を継続している。

 販路開拓⽀援、取引環境の改善⽀援といった経営指導は、いわば、企業と他者の関係構築・関係
改善について助言、構築・改善に向けた選択肢を提示するものである。

 経営指導にあたっては、私⼈間の相互間の関係を規律する⼀般法である⺠法の基礎的知識は必要
不可⽋である。

 ⺠法の規定を暗記する、弁護⼠のような⾼度な知識までは必ずしも要さないが、何か疑念が⽣じ
た際に何を参照すべきか、何が参考となるかを調べることができるようになるためにも、⺠法の
性質や基本的な考え⽅程度は認識 常に意識し おく とが求められる

第１．⺠法の規定（契約の基本的概念）

性質や基本的な考え⽅程度は認識、常に意識しておくことが求められる。
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⺠法・法律⾏為
 ⺠法は私⼈相互間の関係の規律について定めた法律。
 ⺠法を読み解く上では、まず、法律⾏為の概念を理解することが必要。

⺠法の構成

⺠法

法律⾏為
法律⾏為とは、当事者がある効果の発⽣を欲し

てなした意思表⽰に対し、法律がそれを認め、そ
の効果が確実に発⽣するように助⼒する⾏為。

意思表示の態様による
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財産法 家族法

親
族

相
続

総
則

物
権

債
権

意思表示の態様による
法律⾏為の分類

契約：相対する複数当事者の意思表⽰の合致
により成⽴する法律⾏為。

単独⾏為：取消、解除等、１人の一方的意思
表⽰で成⽴する法律⾏為。

合同⾏為：社団法人の設⽴等、同一の目的に
向かう複数の意思表⽰が結合して成⽴する法
律⾏為。



債権・契約
 経営指導にあたって、個別の契約関係を確認したり、相談を受ける場面は
多々ある。

 最低限、債権・契約に関する規定は基礎的な知識を有しておく必要がある。

債権とは
債権とは、ある人（債権者（法人を含む））が他

のある人（債務者）に対して一定の⾏為を請求する
権利をいう。

契約の要件
契約とは、相対する複数の意思表⽰が合致

（合意）したもの。合致（合意）により、当事者
間に権利（債権）と義務（債務）が発⽣する。
契約の法律効果の発⽣のためには、次のような
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⺠法で規定される債権の発⽣原因
⺠法では、債権の発⽣原因として以下の４つを規

定している。
①契約
②事務管理
③不当利得
④不法⾏為

経営指導にあたって触れることが多いのは、契約。

契約 法律効果 発⽣ ため は、次 ような
要件を満たす必要がある。
①契約内容が確定していること
②契約内容が実現可能であること
③契約内容が適法であること
④契約内容が公序良俗に反しないこと
⑤契約当事者が権利能⼒を有していること
⑥契約当事者が意思能⼒を有していること
⑦契約当事者が⾏為能⼒を備えていること
また、⺠法は、⾃由な意思に基づく法律⾏為は

有効だが、⾃由な意思に基づかない法律⾏為は
無効という⽴場を原則にしているため、瑕疵ある意
思表⽰等による法律⾏為の取消規定もある。



契約の種類
 ⺠法に規定のある典型的な契約を「典型契約」という。

典型契約とは

⺠法では、以下の契約について基本的な内容を規定している。

贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、
和解、終⾝定期⾦

典型契約は、以下の契約上の性質によって、次⾴のようにも整理できる。
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典型契約は、以下の契約上の性質によって、次⾴のようにも整理できる。

双務・片務：当事者双方が対価的意味を持つ債務を負担するか否か。

有償・無償：当事者双方が対価的意味を持つ出捐をするか否か。

要物・諾成：契約の成⽴に、当事者の合意以外に目的物の引渡しを必要とする（要物）
か、否（諾成）か。



双務・片務 有償・無償 要物・諾成
贈与 片務 無償 諾成
売買 双務 有償 諾成
交換 双務 有償 諾成

消費貸借 片務
無償

（利息付の場合は、
有償）

要物
※2020年4月1⽇施⾏の改正⺠法
では、諾成的消費貸借も規定。

使用貸借 片務 無償 要物
賃貸借 双務 有償 諾成
雇用 双務 有償 諾成
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請負 双務 有償 諾成

委任
片務

（報酬支払特約がある場合は
双務有償）

無償
（有償） 諾成

寄託
片務

（報酬支払特約がある場合は
双務有償）

無償
（有償） 要物

組合 双務 有償 諾成
和解 双務 有償 諾成

終⾝定期⾦ 双務
（対価がない場合は片務無償） 無償 諾成



契約と契約書
 契約は、当事者間の合意によって成⽴することが原則。⼀部の契約を除き、
書面（契約書）による合意がなくても、契約は成⽴する。

 契約書の作成は、個別の規定があるから作成するというだけではなく、当事
者間の合意の経緯、⺠法の規定（任意規定）によらない内容を定めた場合の
互いの権利義務をあきらかにし、トラブルを未然に防⽌にするという効果も
期待して作成するもの。

経営指導実務上の観点
中小企業 特に小規模事業者は 個々の契

任意規定と異なる意思表示の扱い
契約関係は 原則として契約当事者によって決めら
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中小企業、特に小規模事業者は、個々の契
約にあたって都度契約書までは作成せずに、互い
の信頼関係に基づいた口頭による合意、黙⽰の
合意に基づくによることが珍しくない。
また、取引の形態上、契約書を都度作成する

ことが難しい契約もある。
この場合、何か当事者間でのトラブルが⽣じた

際に、合意内容を⽴証できずに、⺠法の原則・
⺠法の規定に基づく判断がなされることがある。
小規模事業者の経営指導に携わる者ほど、⺠

法の原則・規定について意識しておく必要がある
のである。

契約関係は、原則として契約当事者によって決めら
れるべきという原則（契約⾃由の原則）がある。
⺠法、特に債権部分については、契約関係を規律

していることもあり、ほとんどが任意規定となっている。
⺠法では、任意規定と異なる意思表⽰（合意）

であったとしても、それが強⾏規定に反しないかぎりは、
その意思に従うものとしている。



⺠法と商法の関係
 企業の契約、取引については、⺠法の他、商法による規定もある。
 商法上の商⼈同士の関係は商法の規定が優先される。

商法上の商人
以下のいずれかに該当する者が商法上の商人。
・⾃⼰の名をもって商⾏為をすることを業とする者
・店舗その他これに類似する設備によって物品を販売す
ることを業とする者⼜は鉱業を営む者（商⾏為を⾏う
ことを業としない者であっても 商人とみなされる）

⺠法と商法で規定が異なる例
商法では、取引の迅速な確定と売主の利益

保護に主眼を置いた規定が多い。
例えば、⺠法上の売買契約（⺠事売買）と

商人同士の売買契約（商事売買）では、買
主の検査通知義務等で規定に差がある。
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ことを業としない者であっても、商人とみなされる）

商⾏為
商⾏為は、絶対的商⾏為、営業的商⾏為、付属的商

⾏為と分類される。
絶対的商⾏為（商法第501条で規定）
商人であるか否かを問わず、⼜、営業として⾏うか否かを

問わず商⾏為となる⾏為。
営業的商⾏為（商法第502条で規定）
営業としてする場合に限り商⾏為となる⾏為。
付属的商⾏為（商法第503条で規定）
商人がその営業のためにする⾏為。

主の検査通知義務等で規定に差がある。

商事売買の場合、買主が目的物を受け取っ
たときは、遅滞なくこれを検査し、瑕疵や数量
不⾜があるときは直ちに、またはすぐに瑕疵が発
⾒できないときは６か月以内に発⾒して、売主
に通知するという検査通知義務が規定されてい
る。
この通知義務を怠ったときは、買主は目的物

の瑕疵・数量不⾜を理由とした売主の責任を
問えなくなる。



 経営指導にあたっては、指導先がどのような組織形態をとっているのかも重要な着眼点。また、
創業⽀援の場合は、そもそも、どのような組織形態が向くかといった着眼点もある。

 組織形態を確認、助言していく上では、その基本となる組織法の規定、各組織の特徴を理解して
おくことが求められる。

第２．経営体の組織
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経営体の組織
 既存の企業の経営指導あるいは創業支援を⾏う際には、支援先がどのような
組織であるのか・どのような組織が向くのかを認識しておくことが必要。

営利
（利益分配可能）

準則主義（会社）

許認可・認証主義（協同組合）

個人

経営体の組織と主な法人
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法人

社団

財団

非営利
準則主義（一般社団法人）

許認可・認証主義（NPO法人）

準則主義（一般財団法人）

許認可・認証主義（学校法人）

経営体



経営体の組織の選択
 個別の業規制等によって法⼈格の種別に制限がある場合もあるが、経営体の
組織の選択の基本は、どのような経緯で、どのような形で事業を⾏っていき
たいか、である。

組織選択のイメージ
利益を
分配可能と
したい。同じ意思・目的を

持つ「人」を中心に

組織運営の⾃由度・
裁量を重視する。

⾃由度・裁量は狭まった
としても、公の認可等の
効果が高い
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事業を
組織的に

実施したい。

持つ「人」を中心に
法人設⽴。

同じ意思・目的を
持つ「財産」を中心に
法人設⽴。

利益分配は
必要ない。

組織運営の⾃由度・
裁量を重視する。
⾃由度・裁量は狭まった
としても、公の認可等の
効果が高い。

組織運営の⾃由度・
裁量を重視する。

効果が高い。

⾃由度・裁量は狭まったとしても、
公の認可等の効果が高い。



営利・非営利の考え⽅
 収益事業を⾏うことと、営利・非営利であることは、別の概念。
 法⼈としての営利とは、利益を構成員に分配するということ。非営利法⼈は、
利益を構成員に分配せずに、事業の原資として法⼈内に残していく。

 非営利法⼈であったとしても、組織の運営・維持のために何らかの収⼊源は
必要であり、収⼊源のひとつとして収益事業を⾏う場合もある。

許認可・認証主義の法⼈のメリット・デメリット
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 法律で⼀定の要件を定めておき、それを備える社団⼜は財団が設⽴されたと
きに直ちに法⼈格を認めるのが準則主義であるのに対し、法⼈の設⽴にあ
たって⾏政庁の関与を必要とするのが許認可・認証主義。

 許認可・認証主義の法⼈のメリットは、根拠法によって異なるが、税や登記
等のコストの軽減、業法・規制法等の適用除外・緩和等がされることが多い。

 ⼀⽅、メリットだけではなく、事業範囲や構成員の資格が制限されたり、組
織の意思のみでは意思決定の効⼒が⽣じない⼿続きも⽣じてくる。



会社法上の会社の種類
 中小企業・小規模事業者にとって馴染みが深く、選択することが多い法⼈組
織として会社（会社法上の会社）がある。

 会社は、株式会社と持分会社に分類される。

株式会社は、出資者（株主）が「株式」という形で会社を所有。出資者と経営者が異なることを前提と
した組織設計となっている。
出資者は、⾃益権（会社から経済的な利益を受ける権利（配当等） ）、共益権（会社の管理や

運営に関与する権利（議決権等））を有する。
持分会社は、出資者である社員が「持分」という形で会社を所有。原則として、社員と経営者は同一。
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会社

株式会社

持分会社

合名会社

合資会社

合同会社

法人である「会社」と、
出資者の結合が強い。

※旧有限会社法に基づく有限会社は、会社法の施⾏とともに、株式会社の一形態である特例有限会社として、
「有限会社」の名称を引き続き用いている。有限会社の新設はできない。



各会社の比較
 株式会社と各持分会社は、社員と会社の関係で差がある。
 設⽴コストの⾼低、組織運営の簡便さだけではなく、組織そのものの性質の
違いを理解することが重要。

株式会社 合同会社 合資会社 合名会社
社員の責任 間接 間接 直接 直接

有限責任社員 有限責任社員のみ 有限責任社員のみ １人以上 なし
無限責任社員 なし なし １人以上 無限責任社員のみ

原則として退社（出資
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社員の退社

原則として退社（出資
の払戻し）は認められ
ないが、譲渡は⾃由。
譲渡制限を課すには、
別途手続が必要。

任意に退社することができる。持分の払戻し請求が可能。
一方、持分の譲渡は他の社員全員の同意が必要と制限がある。

出資の内容 財産出資 財産出資

無限責任社員
は、財産出資の
他、労務出資、
信用出資による
出資が可能。

財産出資の他、労務出
資、信用出資による出資
が可能。

株式の発⾏ 可能 - - -

社債の発⾏ 可能 可能 可能 可能



持分会社と中小企業等協同組合の違い
 出資者と経営者が原則として同⼀という点で、持分会社と中小企業等協同組
合は似通っているが、法⼈の目的（利潤追求か相互扶助か）、設⽴要件（準
則主義か⾏政庁認可か等）の他に、組織運営面で以下の違いがある。

 中小企業等協同組合は、出資者が多数・将来の出資者の増加が⾒込まれてい
る場合に向く組織とも言え、多数の者が経営に参加するコミュニティビジネ
ス等で事業協同組合や企業組合の形態を選択することがある。

持分会社 事業協同組合

社員・組合員 社員全員 同意が必要
組合員資格を有することをもって加入可能。
（理事会等 加入 承諾 手続は⾏うが
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社員 組合員
（出資者）の加入 社員全員の同意が必要。 （理事会等で加入の承諾の手続は⾏うが、

正当な理由がなければ加入を拒めない）

加入に伴う定款の変更 定款に加入した社員を記載。 個々の組合員の事項を定款に記載すること
は求められていない。（定款変更不要）

出資の増加に伴う変更登記 効⼒発⽣⽇から２週間以内
に登記が必要。

出資の総口数・払込済出資額の変更は、
事業年度末⽇の翌⽇から４週間以内に⾏
うことができる例外規定がある。

議決権
原則一人一票だが、定款の
規定により出資割合等に応じ
た議決権にすることが可能。

法で一人一票と定められており、本規定は
定款で他の定めをすることができない。



会社の解散
 会社の設⽴から解散と法⼈格の関係、解散の理由は以下のとおり。

設⽴中の会社

設⽴登記

法人格取得

解散登記

事業停止

清算結了

法人格消滅

清算結了登記

清算の結了と同時に法人格が消滅し、法人としての権利能⼒を失う。
その後、清算の事実の公⽰のために清算結了登記を⾏う。
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設⽴中の会社

解散：事業活動の停止
清算：債権者に対する弁済や、株主・社員に対する残余財産分配等の財産整理手続き

会社の解散理由（会社法第471条、641条）
・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散事由の発⽣
・株主総会の特別決議（持分会社は総社員の同意）
・社員が欠けた場合
・合併（消滅する側の場合）
・破産手続開始の決定
・裁判所の解散命令、解散判決

持分会社特有の規定
一人創業、家族経営形態の企業の場合、

設⽴コスト・運営コストが低い持分会社を選
択することが多いが、
一人のみであった社員が死亡し、定款で相

続規定を設けていない場合、死亡によって社
員がいなくなる＝解散
となるので注意が必要。



 ⺠法は契約⾃由の原則を掲げ、憲法においても職業選択の⾃由（営業の⾃由）が保障されている
が、個々の事業活動について全く何の制限も受けない、どのような⾏為も許される、というわけ
ではない。

 他者の権利の保護、安全対策等の理由から、⼀定の事業活動は許認可を要したり、あるいは制
限・禁止されることもある。

 経営指導の過程あるいはその結果において、企業に新たな活動を促す・企業が新たな活動を開始
することがあるが、その際、その活動や活動に伴う⾏為について適法なるものかは、常に意識し、
指導先が法を侵すリスク、法を侵したことに伴う罰⾦等の負担・事業停止等が⽣じる可能性を軽
減していくことが求められる。

第３．コンプライアンス・適法なる事業実施

減して く とが求められる。

 本章では、小規模事業者であっても適用される場面が多い代表的な規制法等を紹介するが、この
他にも、事業の形態等によって遵守が求められる法は他にもある。また、個々の⾏為について、
違反か否かの判定を⾏う権限が担当者にあるわけではないので、所管・執⾏⾏政庁の解釈を確認
し、法曹関係者等の知⾒も借りながら、経営指導に臨むことが求められる。

 個々の法を網羅的に把握、条⽂等を暗記することまでは求めないが、このような事業、このよう
な分野、このような契約は、このような法に関連するかもしれない、手続きが必要かもしれない、
と関知できるだけの知識は必要。

17



許認可等が必要な業種・事業
 事業分野・内容によっては、個別の業法等の許認可が必要となることがある。
 また、弁護士、社会保険労務士等の独占業務となっている分野もある。

主な許認可等業種・事業
業種・事業 許認可等 根拠法

⾷料品製造業 許可 ⾷品衛⽣法

⾷料品販売業 許可 ⾷品衛⽣法

飲⾷店 許可 ⾷品衛⽣法

業種・事業 許認可等 根拠法

建設業 許可 建設業法

⾃動⾞運送業 許可 貨物⾃動⾞運送
事業法

旅客⾃動⾞運送業 許 道路運送法
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飲⾷店 許可 ⾷品衛⽣法

酒類製造 免許 酒税法

酒類販売 免許 酒税法

医薬品・医薬部外品・化粧
品・医療機器製造業 許可 薬機法

医薬品・医薬部外品・化粧
品・医療機器製造販売業 許可 薬機法

薬局 許可 薬機法

医薬品店舗販売業 許可 薬機法

高度管理医療機器（コンタ
クトレンズ等）販売業 許可 薬機法

旅客⾃動⾞運送業 許可 道路運送法

倉庫業 登録 倉庫業法

旅館業 許可 旅館業法

古物商 許可 古物営業法

療術業（あん摩マッサージ等） 届出 あはき法

宅地建物取引業 許可 宅建業法

有料職業紹介業 許可 職業安定所法

一般労働者派遣業 許可 労働者派遣法

業種名・根拠法名は略称表記のものもある。薬局における薬剤師等、個
別の資格保有者がいることを前提とした業種・事業も含まれる。



経営指導と士業業務の関係
 経営指導を⾏う者⾃⾝も、業法等、特に士業法の業務規定を認識した上で、
業務を⾏う必要がある。

経営指導業務と関係が深い主な士業と業務規定
名称 根拠法 業務規又は制限規定

弁護士 弁護士法
第72条 弁護士⼜は弁護士法⼈でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申⽴て、再

審査請求等⾏政庁に対する不服申⽴事件その他⼀般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の
法律事務を取り扱い、⼜はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律⼜は他の法律に別段の定
めがある場合は、この限りでない。

司法書士 司法書士法

第３条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他⼈の依頼を受けて、次に掲げる事務を⾏うことを業とする。
⼀〜四 （登記⼜は供託に関する手続、法務局に提出する書類を作成すること等を規定）
五 前各号の事務について相談に応ずること。
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第73条 司法書士会に入会している司法書士⼜は司法書士法⼈でない者（協会を除く。）は、第三条第⼀項第⼀
号から第五号までに規定する業務を⾏つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

⾏政書士 ⾏政書士法

第１条の２ ⾏政書士は、他⼈の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類〜略〜権利義務⼜は事実証明に関
する書類（実地調査に基づく図面類を含む。）を作成することを業とする。

第19条 ⾏政書士⼜は⾏政書士法⼈でない者は、業として第⼀条の⼆に規定する業務を⾏うことができない。ただし、他
の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に⾏えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に
関し相当の経験⼜は能⼒を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

社会保険
労務士

社会保険
労務士法

第2条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を⾏うことを業とする。
⼀〜⼆ （労働社会保険諸法令に基づく申請書等、帳簿書類の作成等を規定）
第27条 社会保険労務士⼜は社会保険労務士法⼈でない者は、他⼈の求めに応じ報酬を得て、第⼆条第⼀項第⼀号
から第⼆号までに掲げる事務を業として⾏つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める
業務に付随して⾏う場合は、この限りでない。

弁理士 弁理士法

第75条 弁理士⼜は特許業務法⼈でない者は、他⼈の求めに応じ報酬を得て、特許、実⽤新案、意匠若しくは商標若
しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特
許、実⽤新案、意匠若しくは商標に関する⾏政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業⼤
⾂に対する手続についての代理（略）⼜はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電
磁的記録（略）の作成を業とすることができない。



私的独占の禁⽌及び公正取引の確保に関する法律（独占禁⽌法）
 ⾃由経済社会において事業者が守らなければいけないルールを定め、公正か
つ⾃由な競争を阻害する⾏為を規制。

 独占禁⽌法は、大企業にだけ適用されるものではなく、中小企業・小規模事
業者にも適用される。

独占禁⽌法が規制する主な⾏為

私的独占：事業者が単独で、または他の事業者と手を組み、競争相手を市場から締め出したり、新規
参入者を妨害して市場を独占しようとする⾏為を禁止。
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不当な取引制限（カルテル）：複数の事業者が連絡を取り合い、本来、各事業者がそれぞれ決めるべ
き商品の価格や⽣産数量などを共同で取り決める⾏為を禁止。

事業者団体の活動規制：事業者団体が事業者の⾃主的な事業活動を不当に制限する⾏為を禁止。
詳細は、公正取引委員会「事業者団体の活動に関する独占禁⽌法上の指針」を参照のこと。

不公正な取引方法：次ページのような⾃由な競争を減殺する⾏為、競争の基盤を侵害するような⾏為
を禁止。

※この他、株式保有や合併等の企業結合によって競争が実質的に制限されることを防止する企業結合
規制等がある。



不公正な取引⽅法
 不公正な取引⽅法は、すべての事業者について適用される「⼀般指定」と、
特定の事業分野にだけ適用される「特殊指定」がある。

 また、不公正な取引⽅法の規制を補完するものとして、下請代⾦支払遅延等
防⽌法（下請法）、不当景品類及び不当表⽰防⽌法（景品表⽰法）がある。

不公正な取引方法（⼀般指定）

昭和57年公正取引委員会告⽰第15号（最終改正平成21年10月28⽇）では、
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①共同の取引拒絶、②その他の取引拒絶、③差別対価、④取引条件等の差別取扱い、
⑤事業者団体における差別取扱い等、⑥不当廉売、⑦不当⾼価購⼊、⑧ぎまん的顧客誘引、
⑨不当な利益による顧客誘引、⑩抱き合わせ販売等、⑪排他条件付取引、⑫拘束条件付取引、
⑬取引の相⼿方の役員選任への不当⼲渉、⑭競争者に対する取引妨害、
⑮競争会社に対する内部⼲渉

の１５の⾏為を不公正な取引方法と指定している。



独占禁⽌法に関連して参照すべき文書
独占禁止法上の「事業者」は、会社や商法上の商人に限らず、国や地方公共団体についても

事業活動を⾏っている場合は「事業者」と扱われる。
この他にも、競争法制としての考え方があるため、経営指導業務の実施にあたっては、少なくとも

以下の文書は経営指導業務との関連性が高く、また、公正取引委員会がウェブサイト上でも公
開しているものでもあるので、最低でも一読し、個々の⾏為等に疑義・疑念を抱いた際は参照す
るという意識を持つことが必要。

「地方公共団体職員のための競争政策・独占禁⽌法ハンドブック」
→個々の施策・事業の実施の具体的場面において、どのような点を留意すべきか、事例も交え
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個々の施策 事業の実施の具体的場面において、どのような点を留意すべきか、事例も交え
つつ、考え方が解説されている。地方公共団体職員のみならず、直接企業に接する実務者も
一読すべきもの。
「事業者団体の活動に関する独占禁⽌法上の指針」
→経営指導業務の中では事業者団体に接することも多い。本指針では「事業者団体」の範囲

も含めた考え方等が解説されている。

「流通・取引慣⾏に関する独占禁⽌法上の指針」
→マーケティング活動、ブランド形成等に向けた取組の中で⾏われる⾏為についても、独占禁止

法上の観点から注意しなければいけないものがある。本指針では事業活動制限、価格拘束
等の観点からの考え方等が解説されている。



下請法
 小規模事業者であったとしても、定義にあてはまれば、「親事業者」として
の義務と⾏為規制が⽣じる。取引条件の改善に関する助言等を求められた場
合は、「親事業者」である可能性も考慮し、禁⽌⾏為が⾏われることのない
ように注意すること。

親事業者・下請事業者の定義 親事業者の義務

(1)注文書の交付義務 （法第3条）
(2)書類作成・保存義務 （法第5条）
(3)下請代⾦の支払期⽇を定める義務（法第2条の2）
( )遅延利息支払義務（法第 条 ）資本⾦3億円以下

取引内容：物品の製造・修理委託及び
政令で定める情報成果物作成・役務提供委託

政令で定める情報成果物作成・・・プログラム
政令で定める役務提供委託・・・運送、物品の倉庫における保管、情報処理
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(4)遅延利息支払義務（法第4条の2）

(1)  受領拒否の禁止
(2)  下請代⾦の支払遅延の禁止
(3)  下請代⾦の減額の禁止
(4)  返品の禁止
(5)  買いたたきの禁止
(6)  購入強制・利用強制の禁止
(7)  報復措置の禁止
(8)  有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
(9)  割引困難な手形の交付の禁止

(10) 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
(11)  不当な給付内容の変更・やり直し等の禁止

親事業者の禁⽌⾏為（法第4条第1項及び第2項）
資本⾦3億円超 資本⾦3億円以下

（個人含む）

資本⾦1千万円超
3億円以下

資本⾦1千万円以下
（個人含む）

資本⾦5千万円超 資本⾦5千万円以下
（個人含む）

資本⾦1千万円超
5千万円以下

資本⾦1千万円以下
（個人含む）

取引内容：情報成果物作成・役務提供委託
（政令で定めるものを除く）



景品表⽰法
 景品表⽰法では、不当な⼿段による顧客誘引を防⽌するため、不当表⽰や過
大景品類の提供を禁⽌している。

 販路開拓支援等にあたって、商品の販売促進⼿法に関する助言を求められる
こともあるが、消費者庁が公表しているガイドラインや違反事例集等も参照
しつつ、本法に反した⼿法がとられることがないように注意すること。

不当表示（禁⽌⾏為）
優良誤認表示：商品やサービスの品質、規格などの

内容について 実際のものや事実に相違して競争事

過大な景品類の提供の禁⽌
「一般懸賞」、「共同懸賞」、「総付景品」と、

懸賞等の方法ごとに景品類の限度額を規定

24

内容について、実際のものや事実に相違して競争事
業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤
認される表⽰。
※不実証広告規制：合理的な根拠がない効果・
性能の表⽰は優良誤認表⽰とみなされる。

有利誤認表示：価格を著しく安くみせかけるなど取引
条件を著しく有利にみせかける表⽰。

その他誤認されるおそれのある表示：商品の原産国
の不当表⽰、おとり広告に関する表⽰等、一般消費
者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理⼤⾂が
指定する表⽰。

懸賞等の方法ごとに景品類の限度額を規定。
一般懸賞における景品類の限度額は以下のと

おり。

懸賞による
取引価額

景品類限度額
最高額 総額

5000円未満 取引価額の
20倍

懸賞に係る
売上予定総額の

2%5000円以上 10万円



消費者契約法
 「消費者」が「事業者」と⾏う契約は、消費者契約法の適用を受ける。
 消費者の利益を不当に害する契約条項（平均的な損害の額を超えるキャンセ
ル料条項等）は無効となる他、不当な勧誘により締結した契約は後から取り
消すことができると規定されている。

 消費者の利益を不当に害する契約を⾏わないようにすることは当然のことで
あるが、その過程（勧誘）についても注意すること。

販路開拓、新規顧客の獲得のためには、熱意ある⾏動が必要であるが、以下のような勧誘
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は、不当な勧誘となることを認識、消費者利益の保護を意識すること。

不退去 退去妨害

消費者の⾃宅等において消費者が何度も
帰ってほしい旨を告げているにもかかわらず、勧
誘を続けて販売するような⾏為は、法第3条第
1項第1号（不退去）に当たる。

事業者の販売店等において、消費者が何度
も帰りたい旨を告げているにもかかわらず、勧誘
を続けて販売するような⾏為は、法第3条第1
項第2号（退去妨害）に当たる。



特定商取引に関する法律（特定商取引法）
 訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを⽣じやすい取引類型を対象に、事
業者が守るべきルール、消費者を守るルール等を規定。

 経営指導実務上は、Ｅコマースを⾏おうとする事業者に対して説明すること
が多い法律である。

特定商取引法の対象となる取引類型
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引
特定継続役務提供（エステサロン等を指定）、業務提供誘引販売取引、訪問購入
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通信販売に関する広告の表示事項
1.販売価格（役務の対価）（送料についても表示が必要）
2.代金（対価）の支払い時期、方法
3.商品の引渡時期（権利の移転時期、役務の提供時期）
4.商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買

契約の解除に関する事項（その特約がある場合はその内容）
5.事業者の氏名（名称）、住所、電話番号
6.事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法に

より広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信
販売に関する業務の責任者の氏名

7.申込みの有効期限があるときには、その期限
8.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があると

きには、その内容およびその額

9.商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任につ
いての定めがあるときは、その内容

10.いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そ
のソフトウェアの動作環境

11.商品の売買契約を２回以上継続して締結する必要があ
るときは、その旨及び販売条件

12.商品の販売数量の制限等、特別な販売条件（役務提供
条件）があるときには、その内容

13.請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料
であるときには、その金額

14.電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の
電子メールアドレス



個⼈情報の保護に関する法律（個⼈情報保護法）
 顧客情報の整理、取引先・営業先の担当者の名刺等、企業活動を実施すると
様々な場面で個⼈情報に触れることがある。

 個⼈情報保護法は、規模の大小にかかわらず、個⼈情報を取り扱うすべての
事業者に適用される。

⽣存する個人に関する情報であって、⽒名や⽣年
月 ⽇等により特定の個人を識別することができるも
のをいう。

個人情報とは 事業者が守るべき基本的ルール
①個人情報の取得・利⽤
・利用目的を特定して、その範囲内で利用する。
・利用目的を通知⼜は公表する。
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個人情報には、他の情報と容易に照合することが
でき、それにより 特定の個人を識別することができるこ
ととなるものも含まれる。
また、運転免許証番号等、特定の個人を識別でき

る番号、記号等（個人識別符号）も個人情報に
あたる。

利用目的を通知⼜は公表する。
②安全管理措置
・漏えい等が⽣じないよう、安全に管理する。
・従業者・委託先にも安全管理を徹底する。
③第三者提供
・第三者に提供する場合は、あらかじめ本人から同
意を得る。
・第三者に提供した場合・第三者から提供を受け
た場合は、一定事項を記録する。
④開示請求への対応
・本人から開⽰等の請求があった場合はこれに対応
する。
・苦情等に適切・迅速に対応する。

要配慮個人情報
人種、信条、社会的⾝分、病歴等、不当な差別

や偏⾒その他の不利益が⽣じないように取扱いに配
慮を要する情報として法令で定められた「要配慮個
人情報」は、特に厳格な手続き規制がかかる。



本講習資料の補⾜説明
参照を前提にしている法令

本講習資料は、基本的に令和元年7月末⽇現在に有効な法率
を中心に紹介している。法は常に変わり得るため、指針・ガイドライ
ン等も含め、最新の情報を把握しておく癖をつけることが重要。
最低限、以下の法については、改正の有無、改正法の施⾏時期

等、常に意識しておくことが求められる。
また、本講習資料では各条項の全文までは掲載していないので、

受講にあたっては適宜条文を参照していくこと。

⺠法
商法
会社法
一般社団・財団法

本講習資料と合わせて参照を求める図書等
経営法務、法令順守にあたっては、根拠法令の規定を実務に

落とし込むとどうなるか、どのように対応するべきかと応用的思考が
必要不可欠。
応用的思考を⾝に着ける上では、個々の指針・ガイドラインや過

去の違反事例とその解釈等を確認することが有効。
本講習資料だけではなく、少なくとも、以下の図書等は一読して

おくことが必要。いずれもウェブサイト上で公開されている。
公正取引委員会
「地方公共団体職員のための競争政策・独占禁止法ハンドブック」
「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」
「流通・取引慣⾏に関する独占禁止法上の指針」
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中小企業等協同組合法
独占禁止法
下請代⾦支払遅延等防止法
景品表⽰法
消費者契約法
特定商取引法
個人情報保護法

本講習資料 執筆担当者・監修者
経済産業省中小企業庁経営支援部小規模企業振興課
小規模企業専門官 水野 遼太
係⻑（地域連携） 川島 健太
係⻑（地域連携） 雨森 良太
係⻑（地域連携） 守山 聡

公正取引委員か・中小企業庁
「下請取引適正化推進講習会テキスト」
消費者庁
「事例でわかる景品表⽰法」
「景品表⽰法違反事例集」
「特定商取引に関する法律の解説」
「消費者契約法逐条解説」
個人情報保護委員会
「個人情報保護法ハンドブック」










