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１ 被支援者との契約の基本的な考え方 

1-1 キャッシュフォーワークの類型 

(１) 類型 

キャッシュフォーワーク自体、様々な整理があり得るところであるが、本助成事業に

おいては、実行団体と被支援者は雇用契約を締結するものとする。また、受入団体（団

体）による被支援者への指揮命令の有無により、①直接雇用型とするか、②在籍出向型

とするかを選択する。各形態の詳細は（２）及び（３）の通り。 

 

(２) 直接雇用型 

直接、実行団体の業務を通じて支援を行う場合や、受入団体から実行団体が一定の業

務を受託し、実行団体の責任のもとで、被支援者に対して当該業務を行わせる場合は、

「直接雇用型」ということになる。 

 

(３) 在籍出向型 

実行団体は被支援者に対して指揮命令をせず、受入団体が被支援者に対して指揮命

令をする場合には、実行団体と被支援者のみならず、受入団体と被支援者も雇用契約を

締結する「在籍出向型」になる。 

 

1-2 直接雇用型の注意点等 

(ア) 注意点 

直接雇用型については、実行団体のみが被支援者と雇用契約を締結する形態である。 

特に、実行団体として企業から一定の業務を請け負い、さらにそれを被支援者に担当

させる場合には注意が必要である。例えば、受入団体の事業所において、実行団体が請

け負った業務を被支援者が遂行する場合、実行団体の職員が滞在せずに、受入団体の職

員が被支援者に対して業務について指示した場合、受入団体と被支援者との間で指揮

命令があるものとして「請負」ではなく「派遣」に該当してしまう恐れがある。 

そのため、特に、一定の業務を受入団体から請け負った上でそれを被支援者に担当さ

せる場合には、必ず実行団体の職員が被支援者に対して指揮命令をすることとし、受入

団体が直接指示をしないように注意する必要がある。 

(イ) 収入について 

被支援者の業務により生じた収入は、実行団体の事業収入として計上するものとす
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る。 

(ウ) 必要書類 

直接雇用型の場合に必要な書類は以下の通りである。 

① 被支援者との契約：雇用契約書 

② （必要があれば）受入団体との契約：請負契約・業務委託契約等 

 

1-3  在籍出向型の注意点等 

(エ) 注意点 

在籍出向型は、実行団体と被支援者の間で雇用契約を締結したまま、受入団体と被支

援者との間で雇用契約を締結する形態である。この形態における注意点は以下の 2 点

である。 

受入団体側の指揮命令があるにもかかわらず、被支援者が受入団体側と雇用契約 

を締結していない場合には、労働者派遣に該当することから、労働者派遣業の許可を得

ていない限り違法になる。したがって、必ず、受入団体による指揮命令がある場合には、

受入団体と被支援者との間で雇用契約を締結する必要がある。 

また、在籍出向も「業として行われる」場合には、「労働者供給事業」（職業安定法 44

条）にも該当しうるため、職業安定法 45 条の許可を得ていない限り原則として違法と

なるが、一般的に、職能開発の目的であれば「業として行われる」と判断しうるものは

少ないと考えられている。したがって、在籍出向契約においては、職能開発が目的であ

ることを契約上に明確にする必要がある。 

(オ) 収入について 

被支援者の業務により生じた収入は、受入団体における事業収入として計上するも

のとし、実行団体側において売上として計上しない。 

(カ) 必要書類 

出向については、①労働契約上出向命令権の根拠があること、②法令違反ではないこ

と、③権利濫用ではないことの要件を満たす必要がある。特に、①については個別の労働

者の同意、就業規則や労働協約におけるにおける記載等から判断されることになること

から、以下の書類を整備することが望ましい。 

 

【必ず整備しておく必要があるもの】 

① 受け入団体との契約：出向契約書 

② 被支援者との契約：雇用契約書（出向について明記） 

【整備をしておくことが望ましいもの】 

③ 就業規則（出向義務を明記） 

④ 労働協約（出向義務を明記） 
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２ 収入減少証明書類の管理について 

2-1. 収入減少証明書類の要件 

本事業の就労支援の対象者は収入が減少した 44 歳以下（プログラム終了時）の若者で

す。収入の減少については就労支援対象者より以下の書類上の提出を受ける必要がありま

す。 

この書類は個人情報にあたるため、実行団体が適切に管理してください。 

証明書類 

1.本人確認書類 

 • 顔写真付き身分証明書 

運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード表面)、パスポート、各種福祉手帳

等。 顔写真付きの証明書がない場合は 2 つ以上の証明書(各種福祉手帳、健康保険

証、住民票、 戸籍謄本等の写し等)が必要です。 

2.新型コロナウイルスによる生活困窮状況が認められることの証明  

 • 収入の減少の証明 

離職票、離職証明書、廃業届、雇用保険受給資格者証、給与明細、勤務日数や勤務時

間の減少が確認できるシフト表、銀行の通帳など。  

3.外国人など 

 • 在留資格の証明 

在留カード、特別永住者証明書等 

4.他の行政のサポートなどとの過度な重複がないことの同意 

  • 同意書 

 所定の様式にて、同意をしていただく必要があります。 

 

※書類証明を原則としますが、喫緊の生活困窮下にあるにも関わらず、上記の書類証明が

困難な場合、書類提出が困難な状況と支援の緊急性を説明する理由書を提出頂くことで、

上記の書類証明の代替とする場合があります。詳しくは資金分配団体の伴走支援担当者と

ご相談ください。 

※証明書類が不足した場合、もしくは、不正受給などの事態が起きた場合、当該分の助成

金の減額の対象となる可能性があります。助成契約時に条項を改めてご確認ください。 

 

2-2. 収入減少証明書類の管理 

1. 雇用関連書類の管理方法 

雇用関連書類の管理責任者を任命してください。また、書類閲覧が可能な範囲を定

め、担当者および代表者、事務局長などに閲覧可能な範囲を限定することをお勧めし

ます。収入減少証明書類に関しては、資金分配団体の閲覧に供する必要があることに
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留意ください。 

2. 書類保管について 

書類は鍵付きのロッカーなど、特定の人のみが閲覧できる環境に保管してください。

書類は助成事業毎に集約して管理してください。 

電子データ化を行った場合も原本は上記書類保管ルールに則って管理してください。

電子データ化に際しては、インターネットを使わないようにしてください(例: 写真を

撮影して電子メールで送るなど)。電子ファイルは特定の PC あるいはファイルサーバ

ーに保存してください。原則インターネット上のクラウドサービスには保存しないで

ください。利用する必要がある場合は資金分配団体に相談してください。保存された

ファイルには、書類閲覧権限を持つ特定の人のみがアクセスできるように、パスワー

ドなどを設定してください。 

3. 書類の移送について 

資金分配団体より要請された際は下記の手順に従って、書類を提出してください。 

a. 複製書類の場合 

書類をコピー機などで複製し、複製したものを簡易書留で資金分配団体より指定

された宛先に郵送して下さい。 

b. 電子データの場合 

i. データ命名手続き 

証明書類の種別にフォルダ名を作成してください。個々のファイルに

は個人名を判別できるようなファイル名を付けてください。 

ii. 送付方法 

1. 必要なデータをパスワード付 zip ファイルとしてまとめてくだ

さい。 

2. 資金分配団体より指定された方法で、パスワード付 zip ファイ

ルをアップロードしてください。 

3. 資金分配団体より指定された方法で、パスワードをメール送信

してください。 

4. 移送用に作成した電子データはデータ移送後速やかに削除して

ください 

 

 

 

 

出 向 契 約 書の解説 
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 特定非営利活動法人●●●●●●(以下「甲」という。)と●●●●●株式会社（以下「乙」

という。）とは、別紙１記載の甲の就労支援対象者（以下「丙」という。）を乙に出向させるに

際し、その取扱について以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

【解説】 

・ 本契約書は「出向契約書」です。実行団体で雇用した方が、受入団体の職員の指揮命令を受

けるにも関わらず、受入団体との間で雇用契約を締結しない場合、「労働者派遣」に該当し

ます。その場合、当該事業を行うためには実行団体において労働者派遣業の許可が必要とな

り、また、契約書上記載しなければならない内容も法律により定まっている点につきご留意

ください。 

・ 出向を適法に命じるためには、①労働契約上の根拠があり、②法令違反ではなく、③出向命

令が権利濫用にならないことが重要です。特に、①については、就業規則、労働協約、労働

契約、採用時における説明と同意などによって、出向を命じ得ることが明確になっており、

また、出向先での基本的労働条件等が明確になっていること等が重要です。したがって、実

行団体においては、本契約書の作成と合わせて、就業規則、労働協約、雇用契約書等も修正

又はご準備していただくのが望ましいと考えられます 

 

（出向） 

第１条 甲は、乙に対し、第３条第１項に定める期間、職能訓練を目的として丙を出向させる。 

２ 出向期間中、丙は甲の社員として在籍を継続する一方、乙の就業規則に従い乙の指揮監督を

受けてその業務に従事する。 

【解説】 

〔第１項〕 

・ 在籍出向の形態は、労働者供給に該当するので、その在籍出向が「業として行われる」場合

には、職業安定法第４４条により禁止される労働者供給事業に該当します。しかし、職業能

力開発の一環として行うの目的を有しているものについては、出向が行為として形式的に繰

り返し行われたとしても、社会通念上業として行われていると判断し得るものは少ないと考

えられています。そのため、本契約書上も、この在籍出向の目的が「職業能力開発の一環」

であることを明確にするため、「職能訓練を目的として」とな記載をしています。 

〔第２項〕 

・ 本項において、本契約書において定める「出向」が、出向元での雇用契約を継続しつつ、出

向先の雇用契約に基づき指揮命令を受けて業務の遂行にあたる、いわゆる「在籍出向」に該

当することを定めています。 

・ 在籍出向の場合は、あくまでも出向元（実行団体）との雇用契約も継続していることから、

出向元（実行団体）も安全配慮義務を負います。そのため、実行団体においても、出向者の

心身に不調が生じていることを把握した場合には、適切に、出向先での業務の遂行に伴う疲

労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康が損なうことがないように配慮し、

受入団体に勤務状況を確認したり、出向の取りやめや休暇取得や医師の受診の勧奨等の措置

をとるべき注意義務を負う点にご留意いただければと思います（広島地方裁判所平成１６年

３月９日判決・判例タイムズ１１５５号２１３頁参照）。  

 

（業務内容及び配属） 

第２条 丙の出向先における担当業務、勤務地、所属及び役職は、別紙２に定めるとおりとする。 
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２ 前項に定める業務内容の変更あるいは追加の必要が生じた場合、乙は甲の承諾を得なけれ

ばならない。 

【解説】 

〔第１項〕 

・ 本契約を締結する時点で支援対象者及びその全員の業務内容、勤務地、所属、役職が全員決

まっている場合には、このように別紙で定めておくことが考えられます。 

〔第２項〕 

・ 本契約に基づき、受入団体は支援対象者と雇用契約を締結し、指揮命令をすることになるた

め、丙（支援対象者）の業務の変更については、甲（実行団体）の承諾が必要になります。 

 

 

（出向期間） 

第３条 出向期間は別紙３に定める通りとする。 

２ 前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何

の催促なく直ちに本契約を解除できるものとする。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げ

ない。 

（１）監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき 

（２）差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他

これらに準じる手続が開始されたとき 

（３）破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生の手続開始決定等の申立てをし、またはなさ

れたとき 

（４）自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が１回でも不渡りとなったとき、あ

るいは支払停止状態に陥ったとき 

（５）合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更または解散決議がなされたとき 

（６）前各号以外に財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があると

き 

（７）相手方に重大な危害または損害を及ぼしたとき 

【解説】 

〔第１項〕 

・ 出向期間については、最大で半年（６か月）としてください。 

〔第２項〕 

・ 本条項につきましても、実行団体及び受入団体において適宜協議をし、修正してください。 

 

（二重出向の禁止） 

第４条 乙は、丙を乙以外の会社又は団体へ出向させてはならない。 

【解説】 

・ 受入団体が支援対象者をさらに出向させることを禁止することを定めています。 

 

（勤務条件） 

第５条 丙の労働時間、休憩時間及び休日、年次有給休暇及び慶弔等の特別休暇は、乙の定める

就業規則その他の規程に従うものとする。 

２ 休職、解職、懲戒、定年などの出向社員の身分上の事項は、甲の定めるところによる。 

【解説】 

〔第１項〕 
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基本的には出向の終了と同時に甲における雇用契約も終了すると考えられますので、年次有

給休暇及び慶弔等の特別休暇については乙（受入団体）の基準に合わせるとしていますが、甲（実

行団体）の基準に従うとすることも可能です。 

〔第２項〕 

 特になし。 

 

（給与・賞与） 

第６条 出向期間中の丙に対する給与及び賞与は、甲が丙との間で別途締結した雇用契約書に

おいて定められた内容に基づき直接甲が丙に支給する。 

【解説】 

・ １月あたりの給与は「各地域の最低賃金×３０時間」を基準としてください。 

・ 本契約書では、出向期間中の給与は甲（実行団体）の負担としています。一定の金額までは

リープ共創基金が実行団体に対して助成しますが、何らかの事情で想定以上の稼働が発生し、

賃金が助成の金額を超えた場合に、当該超過分について実行団体側（甲）で負担するのか、

出向先（乙）で負担するのか、協議をしていただければ幸いです。もし、出向先（乙）が負

担する場合には、その分を出向負担金として乙が甲に支払う方法等が考えられ、第１０条（出

向負担金）の修正が必要となる点にご留意ください。 

 

 

（社会保険） 

第７条 丙に係る健康保険、厚生年金保険、介護保険及び雇用保険については、必要に応じて、

甲において資格を継続する。 

２ 甲は NPO 保険又はインターンシップ保険に加入し又は丙に加入させなければならない。ま

た、丙の行う業務の危険性が高い場合、甲は、甲乙協議の上、適切な任意保険にも加入し又は

丙に加入させるものとする。 

【解説】 

〔第１項〕 

・ 「必要に応じて」と定めているのは、所定労働時間により、健康保険等の加入の要否に違い

が生じるからです。健康保険等の加入の要否については必ずご確認ください。 

〔第２項〕 

・ 前項に関わらず、実行団体の側で、かならず NPO保険又はインターンシップ保険の任意保険

に加入する義務を定めています。 

・ さらに支援対象者が担当する業務のリスクが高い場合には前述の保険のみでも足りない場

合も考えられるため、その場合は別途協議するものとします。 

 

（労災保険） 

第８条 労働者災害補償保険（以下「労災保険」という。）は、全て乙の負担において加入する。

万一丙が業務上被災した場合、乙はその責を負う。但し、労災保険の基礎は、甲が丙に支給す

る金額とする。 

２ 乙は、丙が業務を遂行するにあたり、感染症の対策等につき、甲が別途定めるガイドライン

に従い適切に防止策を実施しなければならない。 

【解説】 

・ 乙が丙（出向者）に対して指揮命令を行うことから、労災保険は乙が負担することになりま

す（昭和３５年１１月２日・基発９３２号）。 
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・ 第２項は特に新型コロナ等の感染症の対策の実施義務を定めています。 

 

 

（通勤費等） 

第９条 丙の出向期間中の出張旅費、交通費及び通勤費は、別途協議する。 

【解説】 

・ 出張旅費、交通費及び通勤費については、特に決まりはありませんので、実行団体と受入団

体との間で適宜協議をしてください。 

 

（出向負担金） 

第１０条 乙は、甲に対し、丙の出向に際して、月額●円の出向負担金を支払うものとする。 

２ 前項に定める出向負担金と、第６条に規定する甲の支給する給与・賞与及び第７条に規定す

る社会保険の事業主負担額との差額については、甲が負担する。 

３ 乙は、甲に対し、第１項に定める出向負担金を、前月末日までに、甲の指定する金融機関口

座に振り込む方法により支払う。 

【解説】 

・ 出向の場合、出向先が出向負担金を出向元に支払うことがありますが、キャッシュフォーワ

ークの性質上、無償とすることも考えられます。その場合、第２項及び第３項は削除して構

いません。ただし、実行団体が出向負担金を受ける場合には、事業収入として計上し、資金

提供団体の伴走支援担当者に報告してください。 

 

（法定外補償） 

第１１条 丙が業務上被災した場合の法定外補償については、甲の規定により補償するものと

し、これに係る費用は乙が負担する。 

【解説】 

・ 法定外補償が定められている場合の負担の分担に関する条項です。実行団体及び受入団体の

実情に応じて定めて下さい。 

 

（報告） 

第１２条 乙は丙の勤務状態を記録し、当月の実績を翌月●日までに甲に対して甲所定の報告

書にて報告するものとする。 

【解説】 

・ 実行団体と支援対象者との間でも雇用契約を締結している以上、丙の稼働状況等を把握して

おく必要があるため、受入団体の報告義務を定めました。 

 

（行為の帰属） 

第１３条 丙が出向期間中に乙において創作ないし開発された著作物または発明は、別途当事

者間での特段の合意がない限り、乙の職務発明及び職務著作規程に従い、その権利の帰属を決

定し処理するものとする。 

２ 出向期間中の丙の業務に必要な仕入れの費用及び丙の業務による売上は乙に帰属するもの

とする。 

【解説】 

〔第１項〕 

・ 支援対象者が出向先で著作権が発生する著作物を作成した場合の定めです。支援対象者は受
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入団体の指揮命令の元で業務を遂行することになるので、原則、職務著作（著作権法１５条

１項）として乙に著作権が帰属することを定めています。 

〔第２項〕 

・ 出向期間中は、乙の指揮命令のもとに乙の業務を行うため、その仕入れ及び売上が乙に帰属

することは当然と考えられますが、その点を明確にするため確認的に規定してあります。 

 

（秘密保持義務） 

第１４条 甲及び乙は、本契約に基づく丙の乙への出向を通じて、相手方から知り得た情報（以

下「秘密情報」という。）については、本契約の存続期間中はもとより、本契約終了後といえ

ども、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示または漏洩してはならな

い。また、甲及び乙は、丙に対してもそれを遵守させる義務を負うものとする。 

２ 前項にかかわらず、以下の各号に掲げる情報は、秘密情報に該当しない。 

（１）相手方から開示をうけたときに既に自ら所持していた情報 

（２）相手方から開示をうけたときに既に公知または公用であった情報 

（３）相手方から開示を受けた後に自らの責に帰すべき事由によることなく公知または公用と

なった情報 

（４）相手方から開示を受けた後に、開示された情報と関係なく独自に開発した情報 

（５）第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 

３ 前各項にかかわらず、甲は、一般財団法人リープ共創基金と認定特定非営利活動法人育て上

げネットに対し、●年●月●日付けで締結した資金提供契約に基づき必要な範囲で、秘密情報

を開示することができる。 

【解説】 

〔第１項〕 

・ 秘密情報の定義は「本契約に基づく丙の乙への出向を通じて、相手方から知り得た情報」と

広く定めております。この定義については適宜実行団体及び受入団体の実情に合わせて変更

してください。 

〔第３項〕 

・ 第３項として、資金提供団体に対する報告については、秘密保持義務を解除する条項を定め

ています。 

 

（協議事項） 

第１５条 本契約の定めなき事項及び本契約の解釈適用につき疑義が生じたときは、甲乙協議

の上誠意をもって解決にあたるものとする。 

【解説】 

・ 契約において定められていない事項及び本契約の解釈適用に疑義が生じた場合に、裁判等の

手続ではなく、まずは誠実に協議する義務を課している条項です。ただし、これに違反した

としても損害賠償が認められる可能性は低いため、このような条項があったとしても、紛争

防止の効果としては限界がある点にご留意ください。 

 

（専属的合意管轄） 

第１６条 甲及び乙は、本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

【解説】 

・ 本契約に関して紛争が生じた場合に、訴えを提起する裁判所を限定するための条項です。ど
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の裁判所が適切か適宜ご変更ください。 

 

 

   本契約締結の証として本書２通を作成して甲・乙記名捺印の上各自１通保有する。 

 

    ○○年○○月○○日 

 

        甲 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号 

特定非営利活動法人○○○○○ 

代表理事 ○○ ○○  印 

 

        乙 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号 

○○○○○株式会社 

代表取締役 ○○ ○○  印 
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出 向 契 約 書 

 

 特定非営利活動法人●●●●●●(以下「甲」という。)と●●●●●株式会社（以下「乙」

という。）とは、別紙１記載の甲の就労支援対象者（以下「丙」という。）を乙に出向させるに

際し、その取扱について以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（出向） 

第１条 甲は、乙に対し、第３条第１項に定める期間、職能訓練を目的として丙を出向させる。 

２ 出向期間中、丙は甲の社員として在籍を継続する一方、乙の就業規則に従い乙の指揮監督を

受けてその業務に従事する。 

 

（業務内容及び配属） 

第２条 丙の出向先における担当業務、勤務地、所属及び役職は、別紙２に定めるとおりとする。 

２ 前項に定める業務内容の変更あるいは追加の必要が生じた場合、乙は甲の承諾を得なけれ

ばならない。 

 

（出向期間） 

第３条 出向期間は別紙３に定める通りとする。 

２ 前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何

の催促なく直ちに本契約を解除できるものとする。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げ

ない。 

（１）監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき 

（２）差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他

これらに準じる手続が開始されたとき 

（３）破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生の手続開始決定等の申立てをし、またはなさ

れたとき 

（４）自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が１回でも不渡りとなったとき、あ

るいは支払停止状態に陥ったとき 

（５）合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更または解散決議がなされたとき 

（６）前各号以外に財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があると

き 

（７）相手方に重大な危害または損害を及ぼしたとき 

 

（二重出向の禁止） 

第４条 乙は、丙を乙以外の会社又は団体へ出向させてはならない。 

 

（勤務条件） 

第５条 丙の労働時間、休憩時間及び休日、年次有給休暇及び慶弔等の特別休暇は、乙の定める

就業規則その他の規程に従うものとする。 

２ 休職、解職、懲戒、定年などの出向社員の身分上の事項は、甲の定めるところによる。 

 

（給与・賞与） 
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第６条 出向期間中の丙に対する給与及び賞与は、甲が丙との間で別途締結した雇用契約書に

おいて定められた内容に基づき直接甲が丙に支給する。 

 

（社会保険） 

第７条 丙に係る健康保険、厚生年金保険、介護保険及び雇用保険については、必要に応じて、

甲において資格を継続する。 

２ 甲は NPO 保険又はインターンシップ保険に加入し又は丙に加入させなければならない。ま

た、丙の行う業務の危険性が高い場合、甲は、甲乙協議の上、適切な任意保険にも加入し又は

丙に加入させるものとする。 

 

（労災保険） 

第８条 労働者災害補償保険（以下「労災保険」という。）は、全て乙の負担において加入する。

万一丙が業務上被災した場合、乙はその責を負う。但し、労災保険の基礎は、甲が丙に支給す

る金額とする。 

２ 乙は、丙が業務を遂行するにあたり、感染症の対策等につき、甲が別途定めるガイドライン

に従い適切に防止策を実施しなければならない。 

 

（通勤費等） 

第９条 丙の出向期間中の出張旅費、交通費及び通勤費は、別途協議する。 

 

（出向負担金） 

第１０条 乙は、甲に対し、丙の出向に際して、月額●円の出向負担金を支払うものとする。 

２ 前項に定める出向負担金と、第６条に規定する甲の支給する給与・賞与及び第７条に規定す

る社会保険の事業主負担額との差額については、甲が負担する。 

３ 乙は、甲に対し、第１項に定める出向負担金を、前月末日までに、甲の指定する金融機関口

座に振り込む方法により支払う。 

 

（法定外補償） 

第１１条 丙が業務上被災した場合の法定外補償については、甲の規定により補償するものと

し、これに係る費用は乙が負担する。 

 

（報告） 

第１２条 乙は丙の勤務状態を記録し、当月の実績を翌月●日までに甲に対して甲所定の報告

書にて報告するものとする。 

 

（行為の帰属） 

第１３条 丙が出向期間中に乙において創作ないし開発された著作物または発明は、別途当事

者間での特段の合意がない限り、乙の職務発明及び職務著作規程に従い、その権利の帰属を決

定し処理するものとする。 

２ 出向期間中の丙の業務に必要な仕入れの費用及び丙の業務による売上は乙に帰属するもの

とする。 

 

（秘密保持義務） 

第１４条 甲及び乙は、本契約に基づく丙の乙への出向を通じて、相手方から知り得た情報（以

下「秘密情報」という。）については、本契約の存続期間中はもとより、本契約終了後といえ
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ども、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示または漏洩してはならな

い。また、甲及び乙は、丙に対してもそれを遵守させる義務を負うものとする。 

２ 前項にかかわらず、以下の各号に掲げる情報は、秘密情報に該当しない。 

（１）相手方から開示をうけたときに既に自ら所持していた情報 

（２）相手方から開示をうけたときに既に公知または公用であった情報 

（３）相手方から開示を受けた後に自らの責に帰すべき事由によることなく公知または公用と

なった情報 

（４）相手方から開示を受けた後に、開示された情報と関係なく独自に開発した情報 

（５）第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 

３ 前各項にかかわらず、甲は、一般財団法人リープ共創基金と認定特定非営利活動法人育て上

げネットに対し、●年●月●日付けで締結した資金提供契約に基づき必要な範囲で、秘密情報

を開示することができる。 

 

（協議事項） 

第１５条 本契約の定めなき事項及び本契約の解釈適用につき疑義が生じたときは、甲乙協議

の上誠意をもって解決にあたるものとする。 

 

（専属的合意管轄） 

第１６条 甲及び乙は、本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

 

   本契約締結の証として本書２通を作成して甲・乙記名捺印の上各自１通保有する。 

 

    ○○年○○月○○日 

 

        甲 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号 

特定非営利活動法人○○○○○ 

代表理事 ○○ ○○  印 

 

        乙 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号 

○○○○○株式会社 

代表取締役 ○○ ○○  印 
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3 精算処理の基本的な考え方と流れ 

3-1 基本的な考え方 

1) 精算処理の基準 

本事業とそれ以外の事業（本制度のもと契約した本事業以外の助成事業を含む）とを区分

して経理を行い、本事業に係る会計帳簿を作成して、本事業の収支状況等を適時かつ正確

に記録しなければならず、助成期間中及び本事業完了日の属する事業年度の終了後 5 年

間、これを乙の本店又は主たる事務所に備え付けてください。 

2) 金融機関口座 

本総事業費の管理を行うための原則、新規金融機関口座（無利息型普通預金口座）開設して

ください。本総事業費以外の金銭の管理を行わず、また、新規金融機関口座以外の金融機関

口座において本総事業費の管理を行わないでください。 

本事業の実施により得た利益は、本事業実施のための自己資金に充当して、この新規金融機

関口座で管理してください。 

3) 運用の禁止 

新規金融機関口座における日本円での預金を除くほか、本総事業費を運用は禁止としま

す。 

4) 現金出金 

原則、現金の出金を行わないものとし、新規金融機関口座からの支出は振込みによって行

うものとします。 

現金の出金を行う場合には、新規金融機関口座から出金した現金の額、出金の日時及び目

的その他出金の内容を把握するために必要な事項を、現金出納帳および補助簿に記録しま

す。 

5) 会計期間 

事業実施にかかる会計期間は、別途の定めがない限り、4 月から 3 月とします。但し、

2020 年度に関しては、契約締結後から 3 月までの間を対象とします。 

6) 精算方法 

精算はキャッシュベース（支払いベース）で行います。 
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3-2 基本的な流れ 

本事業の経理（精算）処理の基本的な流れは以下のとおりです。 

 

 

1) 助成金振込 

原則として、契約締結時に 6 ヶ月分（事業期間が 6 ヶ月未満の場合は事業終了までの分）

と契約後 6 ヶ月後に 7 ヶ月目から事業終了時までの分を支払います 

 

2) 実行団体の支払い 

実行団体は、支払い義務が生じた場合、交通費や人件費は内容を出勤簿等で整理して経費

精算表の事業費_雇用者・給与明細表を作成してください。その他の経費については基本

的にはできる限り請求書扱い（口座振込）にしてください。 

現金で支払い義務が生じた場合、立て替えた場合の領収書や業者からの請求書等をＡ４紙

に日付順に添付して整理してください。支払が発生したときに、経費精算表の事業費_雇

用者・補助簿もしくは管理的経費_補助簿と現金出納簿に記入してください。 

 

3) 書類の作成 

実行団体は、毎月前２項の書類を作成してください。 

 

4) 書類の提出 

実行団体は、契約日から６か月後の月末までの半年分（事業期間が 6 ヶ月未満の場合は事

業終了までの分）を REEP/育て上げネットに提出してください。 

 

実行団体 

給与(団体職員) 給与（若者従業員) 業者 

REEP/育て上げネット 

報告・書類 
現金出納簿 経費精算表 

連絡・振込 
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4 精算について 

4-1 精算勘定科目 

 ※( )内は、管理的経費勘定科目コード 

コード 勘定科目名 具体例 

1001 

（2001） 

人件費(給与) 出勤簿を作成し、出勤簿をもとに事業_給与明細表に記入する。 

1002 

（2002） 

法定福利費 熱中症対策代、新型コロナウィルス感染症感染（拡大）防止代  

1021 

 

旅費交通費 電車賃、宿泊費、有料道路、パーキング、タクシー代  

・利用交通機関は、１経路毎に記入すること。ただし、経由地等

を記入することで交通費の根拠が明確な場合は、1 行での記入を

可とする。  

（例１）1 行で記入可能な場合：東京メトロ 神田～経由（銀

座）～門前仲町  

（例２）複数行で記入する場合：東急バスと東急電鉄の 2 経路を

利用した場合 

1022 

 

通信運搬費 電話、切手、はがき、ＦＡＸ、宅急便、バイク便 

1023 

 

広告宣伝費 本事業周知チラシ作成 

1024 

 

印刷製本費 封筒印刷、新入職員研修印刷、名刺、コピー 

1025 消耗品費 文房具、コピー用紙、消耗品など事務関連の出費 

1026 水道光熱費 水道代、電気代 

1027 賃借料 会場借り上げ、機器等の借り入れ 

1028 保険料 賠償責任保険料、傷害保険料、火災保険料 

1029 諸謝金 講師その他に対する支払 

1030 租税公課 収入印紙代 

1031 交際費 職場体験取引先、その他事業に関係ある者等に対する接待、供

応、慰安、贈答その他これらに類する行為のための支出 

1032 会議費 食事代、喫茶代、会議食事代、会議用の弁当  

１．食事（お弁当）代：１回の会議につき１人当たり 1,000 円

（茶菓代を含む、税込み）程度まで 

昼食：正午を挟み午前中から午後まで 4 時間以上の会議の場

合 



18 

 

夕食：会議終了時間が夕方 19 時以降になり、開催時間が 2

時間以上の会議の場合 

２．茶菓代：１回の会議につき１人当たり 500 円程度まで 

1033 新聞図書費 新聞、書籍 

1034 手数料 振込手数料（給与、謝金、業者への支払い） 

1035 雑費  

2036 地代家賃  

2037 調査費  

上記以外の取引が発生した場合には、個別対応します。 

 

 

4-2 対象外経費 

⚫ ファーストクラス、スーパーシート、プレミアムエコノミー、グリーン車などの特別

料金  

⚫ 会議費の範囲を逸脱し、社会通念上、接待交際費に当たるもの  

⚫ 個人又は団体に贈与される寄付金、義援金及び贈呈品等  

 

 

4-3 精算にあたっての留意事項 

1) 領収書の宛名について 

領収書の宛先は、実行団体名にしてください。 

「無記名」や「上様」のものは無効となり、自己負担となります。 

 

2) 領収書の形式  

手書き領収書は、原則不可とします。レシート等で購入品目、および購入品に係る税率が

わかるものにしてください。 

 

3） 各々の書式・ 各々の書式・ 各々の書式・ 各々の書式・ 請求書・ 請求書・ 請求

書・ 領収書等の類は必ずコピーをとり、その写しを提出してください。 

 

4） 毎月の月末日に通帳の記帳をしてください。通帳残高と帳簿残高があっているか確

認してください。 

 

以 上 

 


