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1. 概要 

・ 勤務時間に応じて、就労支援対象者と雇用契約の締結が必要です。業務指示が実行団体

から出される（就労支援モデルなど）か受入団体（実践型インターンシップモデルなど）

から出されるかで契約方法が変わりますので、本書類中のテンプレートを参考に実態

に合った契約書を作成し、運用ください。 

・ 本事業の就労支援対象者となる収入減少の最低限の目安は対前月比で３割程度です。

ただし、生活困窮の度合い（衣食住などの困窮状況）を優先してください。収入減少の

証明には書面での証明が必要です。家族の収入減少などで、書類での証明が難しい場合

には理由書を資金分配団体に提出ください。 

・  

・ 助成金、自己資金や本事業の売上など本事業に関わる資金はすべて本事業専用の新規

金融機関口座で管理します。支払いは原則、本口座から直接振り込んでください。 

・ 事業開始から 3か月後、6 か月後、事業終了後に資金分配団体に経費精算報告書の提出

が必要です。事業終了後の清算手続きにより助成額を確定します。助成金から控除した

残額を資金分配団体に返金いただきます。 
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2. 就労支援対象者との契約の基本的な考え方 

2-1. キャッシュフォーワークにおける雇用契約の類型 

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、実行団体が就労支援対象者を雇用するものとします。また、インターンシップなどの

受入団体による就労支援対象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、③業務委託契約とするかを選択してください。各形態の詳細は以下の通り

です。 

① 直接雇用型 

実行団体の責任と指示のもとで、就労支援対象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。 

② 在籍出向型 

実行団体が就労支援対象者に対して指揮命令をせず、受入団体が就労支援対象者に対し

て指揮命令をする場合には、実行団体と就労支援対象者のみならず、受入団体と就労支援対

象者も雇用契約を締結する「在籍出向型」になる。 

③ 業務委託契約型 

実施事業のスキームに応じて可能です。資金分配団体とご相談ください。 
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2.2. 直接雇用型の注意点等 

(1) 注意点 

直接雇用型については、実行団体のみが就労支援対象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、さらにそれを就労支援対象者に

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

け負った業務を就労支援対象者が遂行する場合、実行団体の職員が滞在せずに、受入団体の

職員が就労支援対象者に対して業務について指示した場合、受入団体と就労支援対象者と

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就労支援対象者に担当

させる場合には、必ず実行団体の職員が就労支援対象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。 

(2) 収入について 

就労支援対象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し、助成事業

内の年限内に活用することが必要するものとする。 

(3) 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。 

・就労支援対象者との契約：雇用契約書 

・（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 
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2-3. 在籍出向型の注意点等 

(1) 注意点 

在籍出向型は、実行団体と就労支援対象者の間で雇用契約を締結したまま、受入団体と就

労支援対象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、就労支援対象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

体と就労支援対象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。 

(2) 収入について 

就労支援対象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。本収入や収入の予測を持って、就労

支援対象者の雇用費を按分することは可能。 

(3) 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実行団体と受入団体との契約：出向契約書 

②就労支援対象者と実行団体との契約：雇用契約書（出向について明記） 

③就労支援対象者と受入団体との契約：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】 

④就業規則（出向義務を明記） 

⑤労働協約（出向義務を明記） 
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3. 収入減少証明について 

3-1. 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の減少（コロナ禍以前の収入と比べ、コロナ禍の影響を

受けて単月で 30％程度減少）に直面している、あるいは家族などの支援がなく、緊急的な

支援の必要性が認められる 45 歳未満（助成事業終了時点）の若者です。 

 

本事業の対象者の適切性に関する判断フロー 

 

 
 

  

 なお、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＞ 

給与明細、銀行の通帳、勤務日数や勤務時間の減少が確認できるシフト表 

離職票、離職証明書、廃業届、雇用保険受給資格者証など。  
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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。 

※保護者の収入減少を証明する書類は求めません。実行団体にて困窮状況を確認し、理由書

をご提出ください。 

※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。 

 

3-2. 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。 
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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 

⚫ 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。 

⚫ 送付方法 

・ 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。 

・ 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。 

・ 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。 

・ 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 
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4. 出向契約書例および解説 

 

 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）。  
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（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。 

【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。 
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【解説】 

〔第１項〕 

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】 
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・ 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）。 

・ 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】 
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〔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

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】 
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・ 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

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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5. 出向契約書例 

 

 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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6. 精算処理の基本的な考え方と流れ 

6-1 基本的な考え方 

(1) 精算処理の基準 

 本事業の総事業費（交付された助成金及び実行団体が自ら確保する自己資金）は、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って

ください。また、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、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。 

 

本事業の自己資金・民間資金もこの新規金融機関口座（以降、指定口座と呼ぶ）で管理する

必要があります。どうしても指定口座で管理できない場合は資金分配団体にご相談くださ

い。本事業の実施により得た利益も、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 

 指定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、指定口座からの支出は振込みによって行うものと

します。 

やむを得ず現金での支払いが必要となる場合、下表のとおりの月間限度額を上限に現金

での出金を認めます。月間限度額を超える場合は、資金分配団体の事前承認を条件とするた

め事務局へ連絡下さい。 

現金月間上限額 

当該年度助成金総額 当該年度現金月間上限額 

0 円~100 万円以内 1 万円 

100 超~300 万円以内 3 万円 

300 超~500 万円以内 5 万円 

500 超~700 万円以内 7 万円 

700 万円超~ 10 万円 
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(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、

2021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 

 事業終了日から 1カ月以内に、本手引きに従って、助成の対象となる額の確定（以下「確

定助成額」）及び助成金から確定助成額を控除した残額（以下、単に「残額」という。）の処

理を行います 

総事業費のうち対象となるのは、助成対象経費のうち、助成期間内に契約し、実施した経

費のみです。助成期間内の利用に供するために助成期間開始前に支払った助成対象経費お

よび助成期間内に利用に供したものであって精算期間（事業終了日から 1 カ月以内）に支

払った助成対象経費も総事業費の対象とします。 

1 か月以内に手続きが終了するよう、経費精算報告書は事業終了後から２週間後以内に提

出してください。 

提出後資金分配団体は精算手続を行い、その結果を、実行団体に通知します。 

精算はキャッシュベース（支払いベース）で行います。 

確定助成額と残額の確定後、資金分配団体から請求書を発行しますので、請求書記載の所

定の期日までに返還してください。 

(7) 確定助成額の計算方法 

次の①と②を合算した額となります。執行率の算出では、分母に自己資金・民間資金が含

まれることに留意ください。 

① 直接事業費と雇用関連費 

資金計画書のａ+c を上限とし、資金計画書に記載された計画値及び本総事業費の対

象経費と認められた支出額から算出された次の執行率αに a+c を乗じた金額 

執行率（α）＝ 直接事業費と雇用関連経費の実績額／(a+c+d+f) 

② 管理的経費 

資金計画書のｂを上限とし、資金計画書に記載された計画値及び本総事業費の対象

経費と認められた支出額から算出された次の執行率βに b を乗じた金額 

執行率（β）＝管理的経費の実績額／(b+e) 

様式 4 資金計画書③事業費参照 
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6-2. 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。 

 

経理（精算）処理の基本的な流れ 

 

 

(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。 

 助成金の振り込みに当たって、実行団体から事務局に対して、下記の書類を提出してくだ

さい。 

 

【採択後に提出する必要があるもの】 

・助成金申請書 

・助成金受取口座届出書 

・資金提供契約締結承認期間決定日確認書 



21 

 

・振込先銀行口座通帳（コピー） 

・印鑑証明書 

・登記事項証明書（現在事項全部証明書） 

【入金後に必要なもの】 

・助成金受領書 

 

(2) 実行団体の支払い 

 支払い義務が生じた場合、できる限り請求書扱いとし、指定口座から直接支払先に振込ん

でください。人件費や交通費については、指定口座から、通常団体が給与振り込み等で使用

している口座への資金移動を認めます。内容については経費精算報告書の「精算添付書類 2. 

人件費に対する賃金台帳等の写し（直接事業費・管理的経費）」、「精算添付書類 3. 人件費に

対する賃金台帳等の写し（雇用関連経費）」に記載してください。 

現金での支払いのために指定口座から出金する場合には、現金の額、日時、目的を経費精

算報告書の「精算様式 5. 収支管理簿」に記録してください。支払いが発生したら領収書や

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。また経費精算報告書

の「精算様式 6. 現金出納帳」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 3 か月後の月末までの 3 か月分、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）を資金分配団体に提出してください。 

 

7. 精算について 

7.1. 精算勘定科目 

 本事業を実施するにあたり発生した費用の精算に当たっては、実行団体に適用されてい

る会計基準により通常用いている会計科目を使用してください。 

 

7.2. 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  
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7.3. 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) 領収書の提出 

 各々の書式・請求書等の類は PDFにし、事業終了後、経費精算報告書とともに提出して

ください。 

(4) 残高の管理 

 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。 

(5) 就労支援対象者の人件費（雇用費）について 

雇用契約書と収入減少証明（もしくは、資金分配団体に提出した理由書）があることを実

行団体側でご確認ください。また、助成額の 40%以上であることが必要です。 

資金分配団体へは賃金台帳の写しを提出してください。 

(6) 業務委託費の支払証拠書類に委託内容の明細が記載されていない場合、委託費が 10万

円を超える場合は、委託内容の明細を資金分配団体から照会することがあります。 

(7) 消費税について 

精算手続は消費税込みの額で行います。 

(8) 外部監査 

実行団体は、本事業費の使用について毎年度の決算書類について、内部監査または外部監

査を実施してください。外部監査が可能であればうけることを推奨します。なお、外部監査

に係る経費については、管理的経費に含めていただいてもかまいません。 

 

8. 予算の変更について 

 科目間流用は計上額の 20％まで実行団体の判断で流用が可能です。人件費への流入およ

び計上額の 20%を超える流用を行う場合は資金分配団体の承認が必要となります。伴走支

援担当者にその旨を伝え、資金分配団体に対して計画変更について申請してください。 


