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地域コミュニティ
１．地域コミュニティとは

地域コミュニティとは、地域の住民が日常的に生活し交流を行っている「地域社会における住民同士のつながり又は集まりをいいます」。

1

地区自治協議会とは、佐世保市コミュニティセンター条例（令和2年

条例第45号）別表第1に規定するセンター（佐世保市まちなかコミュニ

ティセンターを除く。）が事業の主たる対象としている区域を基準と

する区域内において、町内会等を中心に地域コミュニティの維持、再

構築若しくは形成、地域課題の解決又は地域の活性化に取り組むこと

を基本として設置された団体であって、市長の認定を受けたものをい

います。

皆さんの地域では、現在、町内会をはじめ様々な団体が「住みやす

い地域」を目指して、それぞれに活動を行っていただいています。

ところが、近年になり、人口減少や少子高齢化、共働き世帯の増加や

核家族化の進行など、地域に暮らす皆さんの佐世保市を取り巻く環境

が大きく変わってきました。更に、生活が豊かになるにつれ、住民の

皆さんの要望も複雑化・多様化してきています。

２．地区自治協議会（自治協）とは

佐世保市地域コミュニティ活性化推進条例より

一方、地域を支えている町内会では、役員の担い手不足や活動参加者の

減少、町内会未加入者の増加などの問題が次第に懸案化しつつあります。

また、地域での連帯意識の希薄化が進むことで、災害時に住民の安否が確

認できないなどの大きな問題が生じるのではないかと心配されています。

こうした地域の問題を解決するためには、個々の団体が個別に活動する

だけでなく、地域全体で意見を出し合い、連携・協力して活動していく必

要があります。また、将来予想される地域活力の低下に備えて、新たな仕

組みを作っていく必要があると考えます。

その仕組みづくりの中核となる市民活動組織が「地区自治協議会」

です。
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地区自治協議会の主な取組内容

取組内容 ありたい姿

地域コミュニティの

維持、再構築、又は

形成に関すること

地域コミュニティ（地域の住民が、日常的に生活し、交流を行っている地域社会における住民同士のつながりや集まり）の中心は、町

内会等や自治協です。この両者はお互いに不足する部分を補完する、また自治協が町内会等を支援する関係を築くことが理想です。

自治協を構成する町内会等の活動が活発で地域のつながりが良好な地区は、現在の状況を維持していくこと、また、以前は活発だった

が段々と地域のつながりが衰退している地区は再構築を、さらに新たに住宅団地や集合住宅ができたところは、地域のつながりを形成し

ていきます。

地域課題の取組みに

関すること

近年、高齢化、核家族化の進展や居住形態の多様化、さらには人口減少の中で、高齢者世帯や子どもの見守りや防犯、災害時の助け合

いなどの地域が取り組むべき課題が確実に増加及び広域化しています。単一の町内会等や団体だけでは対応しきれない地域課題が増えて

きており、この状況は今後さらに拡大していくものと思われます。

そうした課題に対応するには町内会等より広い範囲で、地域の各団体が連携・協力をしていく仕組みが必要になります。

様々な地域課題に対して、自治協が取り組んでいきます。

地域の活性化に

関すること

「地域の活性化」については、広くとらえると定住・交流人口の増加や経済的な活性化も含みますが、この条例では主にコミュニティ

の視点からの地域活性化に取り組むことを想定しています。

地域のコミュニティが活性化している状態とは、一定の地域に住む人たちが、その地域の人や物などの資源を活用し、生き生きとした

生活を営んでいる状態であると考えます。各自治協の活動の対象とする区域が活性化するよう取り組んでいきます。

佐世保市地域コミュニティ活性化推進条例より



自治協事務局
3．事務局の役割

事務局は、自治協を円滑に運営するための事務作業や内外部との連絡

調整役を担います。また、自治協の会長や役員が交代しても、従来ど

おり自治協の運営が継続できるように仕組みなどを維持していく役割

も併せ持ちます。

自治協の取組みは、市民の皆さんの生活や生きがいなどに結び付く

ものが多く、公益性が非常に高いといえます。また、活動資金には地

域の皆さんから集めた会費や佐世保市の補助金も含まれているため、

組織の透明性を担保しながら運営していく必要があります。

さらには、事業を進めるための実行委員会の体制を作ったり、計画書

を作成するための話し合いの場を設定したり、地域で活動している

様々な団体と連携して取組みを進める体制を作っていくなど、多様な

人が参加・参画し、事業を推進しやすい環境を整えていく必要があり

ます。

そこで、事務局はこれらの連絡調整役を中心となって担っていく必

要があると考えています。各種事務作業に取り組む事も事務局の重要

な役割となりますが、自治協を円滑に運営していくためには、連絡調

整がより重要な事務局の仕事となります。

◇会議の運営

会議が充実したものになれば、自治協の活動全体の充実に繋がり

ます。そのため、準備、当日の進行、事後処理など、それぞれの場

面で円滑に会議が進むように調整することも重要な役割です。

3

連絡調整業務の例

◇人と人とのつながりを広げる

地域には、人をまとめ上げることができる方、インターネットを

活用した情報発信を得意とする方など多種多様な特技を持った方が

存在します。

日々の会話や関わりの中で、地域にいる方やその他の団体の方々

とのつながりを広げ巻き込んでいくことで、地域の活性化につなが

ると考えられます。
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自治協事務局

自治協は計画性や透明性をもって運営していく必

要があります。そこで、事務局では事業の年度計画

書を作成し、計画的に事業や組織運営を進めていく

ことが大切です。また、各種会議の議事録や予算書、

決算書の公開、自治協活動の広報など、意思決定の

過程や活動の透明性を高める取組みも事務局が中心

となって進めていきます。

事務局が多くの役割を担うこともありますが、あ

らかじめ担当する事務について、適切に役割分担を

決めておくことで、特定の方だけに過度な負担が生

じることにならないようにする工夫も必要です。

4

事務局が担う事務作業（例） 職名 具体的な事務分掌（業務の詳細）

事務局長

①事務局運営の統括的事務全般に関すること。

②規約、規則、要綱等の改廃案の作成等の事務処理（会長及び理事会との 調整を含む）に関すること。

③各部会の行事予定などの全般的な確認調整に関すること。

④地区内（学校等含む）や地区外関係団体との調整に関すること。

⑤市役所関係部署との協議、調整に関すること。

⑥自治協活性化のための研修業務などの企画実施に関すること。

⑦市補助金の申請と請求、適正な予算執行と決算の調整に関すること(正)。

⑧通帳管理、その他財産の管理に関すること(正)。

⑨会計処理及び金銭の出納に関すること(副)。

⑩自治協公印管理に関すること。

⑪事務処理全般に関すること。

⑫総務部会、生涯学習部会の事業推進に関すること。

⑬その他、自治協の円滑な運営のための事務局業務に関すること。

⑭コミュニティセンターとの良好な関係のための連絡、調整に関すること。

事務局員

①総会、理事会等の開催案内、資料作成などに関すること。

②各部会の行事確認に関すること。

③予算の執行と管理に関すること。

④市補助金の申請と請求、適正な予算執行と決算の調整に関すること(副)。

⑤通帳管理、備品、その他財産の管理に関すること。

⑥会計処理及び金銭出納帳管理に関すること。

⑦文書の収受及び事務処理に関すること。

⑧施設器具の使用及び借用に関すること。

⑨収入支出伝票などの庶務業務に関すること。

⑩自治協活動の関係機関への啓発・広報などに関すること。

⑪その他、自治協の事務局の円滑な業務遂行に関すること。

⑫事務所として使用する光熱水費、実費徴収金、コピー料経費払込等業務に関すること。

⑬自治協（部会含む）会議時の会議室等使用申請、減免申請等の手続き等の取扱いに関すること。

役割分担を明確にするこ
とで、負担の分散につな
がりやすくなります。

事
務
分
掌
（
例
）



自治協事務局

文書事務は、大別すると次の5つに区分することができます。

5

❶文書の取扱いについての基本的留意事項

4．事務局における事務手続き

⑴文書の収受及び配布に関する事務

⑵文書の作成に関する事務

⑶文書内容の執行に関する事務

⑷文書の整理保存に関する事務

⑸文書の廃棄に関する事務

●事務局は、議決機関である総会や理事会の決定に従って、透明性を確保しながら適正に事務処理を進めることが求められます。

したがって、文書事務の処理に際して、基本的留意事項は次のようなことを心がけるとよいでしょう。

文書はていねいに扱いましょう
すべての文書をていねいに取り扱うべきことはいうまでもないのですが、取り扱いの不注意による汚損や紛失などがないように注意
しましょう。このことは文書作成の段階においてだけでなく、その文書が完結した後も必要です。

文書は確実・迅速に取り扱いましょ
う

文書は、口頭に代わる意思表示の手段として確実性があることから、一定の手続を正しく踏んで、正しい方法で処理する必要があり
ます。また、文書は、できる限り迅速に取り扱われる必要があります。文書事務を迅速に処理するためには、文書事務の処理手続の
それぞれの段階において、遅滞を生じないように心掛ける必要があります。

文書はわかりやすく作成しましょう 地域住民のどなたが見ても、同じ理解となるようわかりやすい表現を用いて文書を作成しましょう。

文書は責任をもって取り扱いましょ
う

自治協運営の透明性や適正性を確保するためにも、文書取扱上の責任があることを意識して取扱いましょう。（収受の日付印など）

文書の処理状況を明らかにしておき
ましょう

文書の処理状況が、担当者がいなくても一見してわかるようにしておくと継続性や安定性が確保できます。文書の所在が分からない
といったことのないよう心掛けましょう。

●文書事務の簡素化～検討してみましょう。

文書事務を適正に行うことは、自治協の透明性や迅速な意思決定
を行っていく上で非常に大切なことですが、細かすぎたり、煩雑
すぎる文書事務になってしまっては、事務局の負担が大きくなっ
てしまいます。事務局体制は2人を想定しているため、限られた時
間の中で文書事務を効率よく行うことも重要です。

決裁が必要なものとそうでないものを明確にしたり、事務局の
事務のやり方を工夫したりして、文書事務の簡素化も図っていき
ましょう。

文書事務を見直す際は、フローチャートを作成し、事務の流れ
を可視化することで、省略できる部分を見つけやすくなります。
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自治協が活動するには意思の決定が必要となります。自治協の
意思を決定し、それを具体化するための基礎となる原案を作成す
ることを「起案」といいます。起案の時点では、まだ自治協の意
思ではなく作成者の考えとなります。

この起案文書を決定権のある方が「決裁」することで、自治協と
して意思決定したものとなります。これを決裁文書といいます。

❷起案と決裁

文書作成に係る事務手続きだけでなく、そのようにして作成し
た文書が、整然と整理され、適確に保存されていて、いつでも誰
でも引き出して利用できるようになっているということも大変重
要です。

文書を適確に整理保存することで、後日事務処理上の参考資料
として使用したり、また自治協の意思決定の根拠となる証拠とし
て、地域の皆さんに説明したりすることができます。

また、文書の種類によっては法律で保存年限が定められている
ものもあります。

そのため、常に文書の整理・保管・保存の重要性を念頭におい
て、完全な整理保存がなされるよう努めましょう。

右の表は、法定の文書保存年限一覧です。各地区自治協議会で
ファイル等を作成し、適正な管理をお願いします。法律では定め
られていないものでも、書類の性質上、保存しなければならない
場合があります。

❸文書の整理・保管・保存

保存期間 文書の種類 根拠

1年 個人情報提供に関する記録 個人情報の保護に関する法律施行規則第
21条、25条、29条

2年 雇用保険に関する書類 雇用保険法施行規則第143条

健康保険に関する書類 健康保険法施行規則第34条

厚生年金保険に関する書類 厚生年金保険法施行規則第28条

3年 個人情報第三者提供に関する記録 個人情報の保護に関する法律施行規則第
21条、25条、29条

労災保険に関する書類 労働者災害補償保険法施行規則第51条

労働保険の徴収・納付等の関係書類 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則第72条

4年 雇用保険の被保険者に関する書類 雇用保険法施行規則第143条

5年 従業員の身元保証書 身元保証に関する法律第1条、2条

健康診断個人票 労働安全衛生規則第51条

心理的な負担の程度が高い者に対する
面接指導の結果の記録

労働安全衛生規則第52条の18第1項

5年
※当面の
間3年

労働者名簿 労働基準法第109条
※起算日については、労働基準法施行規
則第56条に規定
※令和2年4月1日改正により5年に延長。
ただし、経過措置として当面の間は3年
が適用。

賃金台帳

雇入れ・解雇に関する書類

災害補償に関する書類

賃金のその他労働関係の重要書類

7年 源泉徴収簿や契約書など、法人税法施
行規則に規定されている書類

法人税法施行規則第59条第1項、67条

法定の文書保存年限一覧
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役割分類
地区自治協議会 市民生活部 教育委員会

会長等構成員
事務局長
及び局員

センター長 センター職員
ｺﾐｭﾆﾃｨ・
協働推進課

支所長 社会教育課

①自治協の事務的なこと

①－1 自治協会議の資料作成、会場設営、司会等 〇 ◎

①－2 自治協会議への参加 ◎ ◎ 〇 △ △

①－3 自治協庶務事務（調査依頼回答）、会計管理 ◎

①－4 市補助金等の申請・報告資料作成 ◎

①－5 事務局長、事務局員の募集、選考、雇用 ◎ ◎

①－6 各種地域団体との連絡調整 ◎

①－7 電話・窓口対応等 ◎ 〇 〇

②自治協と市との連絡・調整

②－1 電話連絡、メール送受信による連絡調整 ◎

②－2 自治協連絡会議への参加 ◎

②－3 自治協主催事業への市長等の案内 ◎ 〇 〇

②－4 自治協主催事業への教育長の案内 ◎ 〇 〇

③自治協内調整

③－1 総会、会議、行事日程等の調整 ◎

③－2 自治協役員等への助言、意見調整 ◎ △

③－3 自治協としての意思決定 ◎ △

「令和元年10月16日 令和元年度第2回地区自治協議会連絡会議ワーキング会議」で内容確認
「令和元年12月 各ブロック会議」で説明



5．自治協活動における各主体の役割④～⑦ 8

役割分類

地区自治協議会 市民生活部 教育委員会

会長等構成員
事務局長
及び局員

センター長 センター職員
ｺﾐｭﾆﾃｨ・
協働推進課

支所長 社会教育課

④自治協主催事業

④－1 自治協主催事業の企画 ◎ 〇

④－2 自治協主催事業への参加 ◎ ◎ △ △ △ △

④－3 必要備品等の発注・購入・支出、契約等 ◎

④－4 広報（自治協だより発行・参加者募集など） 〇 ◎

④－5 自治協主催事業への協力・支援・助言 〇 △ △ △

⑤貸館業務（コミセン）

⑤－1 コミセン利用団体との連絡調整、相談対応 ◎ ◎ △

⑤－2 コミセン施設管理 ◎ ◎ ◎

⑤－3 コミセン職員の管理 ◎ ◎

⑥社会教育主催業務（コミセン）

⑥－1 社会教育主催講座の企画・実施 ◎ ◎ 〇

⑥－2 地域団体の指導、育成 ◎ ◎ △

⑦自治協とコミセンとの共催事業

⑦－1 自治協とコミセンとの共催行事の企画・運営 ◎ ◎ ◎ ◎

「令和元年10月16日 令和元年度第2回地区自治協議会連絡会議ワーキング会議」で内容確認
「令和元年12月 各ブロック会議」で説明



5．自治協活動における各主体の役割⑧～⑨ 9

役割分類

地区自治協議会 市民生活部 教育委員会

会長等構成員
事務局長
及び局員

センター長 センター職員
ｺﾐｭﾆﾃｨ・
協働推進課

支所長 社会教育課

⑧町内・自治活動におけるｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ的役割

⑧－1 支所長・センター長との連携 ◎ ◎ 〇 △ △ 〇

⑧－2 自治協会長、事務局長等との連携 ◎ ◎ ◎ △

⑧－3 事務局訪問による運営活動の進捗管理支援 〇 ◎

⑧－4 町内会の再編支援、町内会の困りごと支援 ◎ 〇 △ △ ◎ 〇

⑨行政に求められていること

⑨－1 財政支援（補助金交付、一括交付金化） ◎ ◎

⑨－2 運営マニュアル・ガイドライン策定（ソフト） ◎ △

⑨－3 庁内各部局との調整等（市政懇談会対応等） ◎ △ △ 〇

⑨－4 総括的な支援（情報提供、助言、人的支援等） ◎ 〇 ◎ ◎

⑨－5 社会教育の実施に係る人材育成 ◎

⑨－6 自治協と市の統一的な窓口（行政窓口の一元化） ◎

◎…主たる業務として行うべきもの 〇…補助的業務として行うべきもの △…必要に応じて行うべきもの

「令和元年10月16日 令和元年度第2回地区自治協議会連絡会議ワーキング会議」で内容確認
「令和元年12月 各ブロック会議」で説明

上記のような分担表がありますが、“地域課題解決”に向け、互いに協力・連携しながら
取り組むことが必要です。



自治協事務局
6．センター職員の関わり
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センターの業務

①事務局への支援（事務処理の助言、不在時の電話・来客対応等）

②自治協とセンターの共催事業に関すること

③自治協に施設・機材の提供等の支援

④自治協（事務局長）、支所長、コミュニティ・協働推進課、その他関係各課との連携

センターはセンターの業務として、「自治協への協働・支援・助言」といった、サポートを行うこととなります。



会計事務
7．会計の意義

自治協の運営や事業をすると、お金が入ったり、会計上の取引

が行われたりします。そうした内容を予算書や決算書、収支内訳

書といった会計データにまとめ、総会などで役員や地域の皆さん

に報告することやこうした一連の流れを会計といいます。

会計の意義はいくつかありますが、主に自治協の活動に関する

透明性を確保することと自治協が様々な場面で意思決定をするた

めの判断材料の２つが挙げられます。

自治協の活動資金は地域の皆さんから集めた会費や佐世保市の

補助金が含まれているため、会計を行うにあたっては透明性、適

正性、正確性、信頼性、安全性などが求められます。そのため、

常に会計事務をしっかりと行う必要があります。そこで、基本的

な事柄について、あらかじめ団体の中でルールを決めておきま

しょう。

⑴会計事務について会計規則やマニュアルなどで文章にまとめておく。

⑵現金、通帳、印鑑は責任者を決めて金庫などで管理する。

⑶事務の役割分担を決めておく。

⑷お金の出入りがあれば、速やかに帳簿を記録する。

⑸領収書や請求書は分かり易く保管し、保存年限の期間は保存する。

⑹定期的に団体が所有する備品や財産（現金、通帳）等
の状態を複数人で確認する。

（例）会計事務のルール

【安全で間違いのないお金の管理の仕組み】

・団体の財布と個人の財布を区別しましょう。

・集金などで集めたお金はすぐに金融機関の口座に預けましょう。

・使途不明金が発生しないよう、口座・帳簿に記載のない現金を

取扱わないようにしましょう。

・通帳と印鑑は別々に厳重に管理しましょう。

・会計書類を整えましょう。

11



会計事務
8．会計事務の流れ

予算

⑴1年間での収入や支
出の見込（計画）を
立てましょう。

⑵予算について役員
会等で審議、総会で
承認してもらいま
しょう

・収支予算書
・収支予算内訳書
・事業計画書

1
集計

月ごと、また費目ごと
に集計しておくと決算
時の手間を省くことが
できます。

帳簿の記入

お金の出入りなどがあれば速やか
に帳簿（出納帳）に記入しましょ
う。

⑴収入の管理（領収書の発行、入金）

⑵支出の管理（領収書の受領）

⑶収入、支出を決裁報告

⑷備品の管理（購入、廃棄、譲渡）

会計上の取引

自治協の運営・事業
実施に伴う物品の購
入や販売、資産の増
減などをいいます。

※支出先については、
公平性を保てるよう
見積合せなどを行っ
て決定してください。

2（通常のやりとり）

・帳簿（出納帳）
・領収書保管
・備品台帳

12

●どのような場面でも、お金のやり取りは複数人でチェックしましょう。

●こまめに記帳を行いましょう。定期的な役員による通帳と帳簿のチェックを行う
ことも会計事務の適正性につながります。
●会計用エクセル帳簿をコミュニティ・協働推進課でも作成しております。帳簿等の入力や管理
に困ったら、コミュニティ・協働推進課へご相談ください。

決算

3

⑴会計年度が終了したら、
1年間の収支決算書や事業
報告内訳書などを作成しま
しょう。

⑵会計監査を受ける

⑶総会で承認してもらい、
会計事務が正しく行われて
いるかを地域の皆さんに
チェックしてもらうことで、
透明性や適正性、正確性、
信頼性を高めましょう。

・収支決算書
・収支決算内訳書
・備品一覧表
・財産目録



※各部会の皆さんと事務局とで役割分担を行うことで、負担を分散できるとともに、会計事務に関する情報共有を行うことができます。

また、お金が安全に管理され、目的に沿ってきちんと支出されていることが誰にでも理解できる「仕組み」づくりが必要です。

仕組みは団体によって様々ですが、構成員が納得でき、実際に運用できるように、全体でよく話し合うことが大切です。

会計事務

出納帳

現金の収入と支出をすべて記録しましょう。
・支出した際には、必ず領収書やレシートをもらいましょう。
・領収書の宛名は、「〇〇地区自治協議会 会長〇〇〇〇」とし、
日付は必ず記入してもらいましょう。また、帳簿にも合わせて記
入しましょう。
・領収書などの証ひょう類は統一した様式に貼るなどして大切に
保管しましょう。
・決算前だけでなく、月末などの区切りで集計し、帳簿の残高と
実際の現金残高が一致しているか確認しましょう。

収支予算書
1年間の活動予定をお金の面から表した書類です。
総会で承認を得る必要があります。

収支決算書

会計事務の結果を伝えるだけでなく、活動や運営について話し合
うためになくてはならないものです。
役員には、構成員から預かったお金を団体の活動方針に沿って支
出したことを説明する責任があるため、総会で承認を得てくださ
い。

1年間にどのような活動を行ってきたかをお金の面から知り、その団体の活動をより詳しく理解することです。

◆会計報告の目的

・会計監査を必ず実施しましょう。

・会計監査は、収入や支出が団体の目的に沿ったものか、団体の

ルールに従って会計処理が行われているかを、役員会とは別の視

点から調べ、会計事務が正確で適正に処理されていることを証明

するものです。

・地域の会計監査の他、市が決算書類等について確認することが

あります。

※会計に関する資料は、当該年度の翌年度から5年間保管してくだ
さい。

構成団体などへの助成金についても、関係書類等を確実に保管して
おく必要がありますので、支出先に５年間保管を指示して確認できる
ようにしておいてください。

◆会計監査◆主な会計書類

13



情報提供
9．情報提供の重要性

自治協は、住民みんなでまちづくりを進めていく組織です。公益的な

活動が中心となるため、「何をやっているのかわからない」「運営状況

が不透明」といった声はもっとも避けなければなりません。参加してほ

しい行事の案内だけでなく、事業計画や予算、組織体制、会議報告など、

運営や活動に関わる情報を積極的に提供するものとしています。透明性

のある運営を行うことで、地域の信用を確立することが重要です。特に、

総会時に会員から質問や指摘を受けた時、地域住民からの情報公開の請

求や説明を求められた時などは、積極的に情報を提供したり、ていねい

に説明したりしながら、建設的な議論をしていく必要があります。

また、積極的な情報発信は、運営や活動の協力者を増やすためにも欠

かせません。「この活動だったらやってみたい」「その情報なら詳しい

人を知っている」といったように、情報を発信し関心を広めることで、

協力者を増やしていくことが期待できますし、日々地域に貢献いただい

ている役員の皆様方を様々な疑念や中傷から守ることにもつながります。

一部の役員で情報を抱え込まず、誰もが関わりやすい運営を目指しま

しょう。

14

10．提供する情報

「自治協をよく知らない」という住民も多いという現状もあります。

多くの住民にとって、どういった組織で運営や活動を行っているのかが

わかるよう積極的に情報を提供しましょう。

また、役員会や運営委員会など、会議ではどういった内容について話

し合われているのか、何を決定したのかがわかっていると、運営に参

加・協力しやすいものです。

運営や活動

概要（拠点や連絡先）、地域コミュニティ計画、規約、組織

体制、総会資料、予算・決算に関する資料、次回の行事・イ

ベントの案内 など

プロセスや
結果 会議資料、議事録、決裁文書 など

◆提供する情報（例）



情報提供
11．発信する方法

15

自治協の運営や活動を、住民の皆さんへ周知する方法としては広報紙

を作成することが一般的です。発信方法としては、次のような方法があ

ります。

全戸配布
文書やチラシなどを配布してお知らせする方法で、伝えたい

情報を確実に住民の手元に届けることができます。

掲示板

掲示してお知らせする方法です。普段、広報紙や回覧板に

じっくりと目を通していない人への伝達手段として効果があ

ります。

回覧板
文書やチラシなどを配布してお知らせする方法です。全戸配

布よりも費用をかけずに発信できます。

◆広報紙

主な広報紙の発信方法

多くの地域住民へ広く情報を発信するために、インターネットの活

用も有効です。パソコンからすぐに情報を発信することができ、手軽

に情報を閲覧できるなどの利点があります。可能であれば、自治協の

専用ホームページを作成しましょう。情報の公開とともに地域情報を

発信することにより、地域を訪れる人が増え集客効果が期待でき、結

果的に地域の活性化を推進することができるでしょう。

また、LINE（ライン）やFacebook（フェイスブック）、Twitter

（ツイッター）、Instagram（インスタグラム）を活用した情報発信も

考えられます。これらは携帯電話やスマホで簡単に情報発信ができま

すし、利用者も非常に多いため、多くの方々に情報を届けることがで

きます。ぜひ、検討してみてください。

◆インターネット



労務管理
12．事務局職員の採用と手続き

雇用形態
（例）
勤務時間

（例）
勤務日数

（例）
給料

保険等

フルタイム
9時～17時
（休憩12～13時）

週5日 月給

労災保険
雇用保険
健康保険
厚生年金保険

パートタイム
9時～17時
（休憩12～13時）

週3日 日給
労災保険
雇用保険

パートタイム

①9時～17時
（休憩12～13時）

②9時～13時
③13時～17時

週2日 時給 労災保険

自治協は、その地区の中心的な組織であることや、活動資金の中に

市の補助金や住民の皆さんの会費が含まれていることから、透明性や

公正性を保つことが大切です。

事務局職員を雇用する場合、住民が知らない間に個人の意思による

指名で決まっていたということがあっては、住民の皆さんに不信感を

与えてしまう恐れがあります。雇用する場合は、総会や理事会等で決

議するなどして、住民の皆さんに不信感や誤解が生じないようにしま

しょう。

事務局職員の雇用には様々な形態があり、勤務時間等によって加入

する保険も変わってきます。事前に確認しておきましょう。

労働者と使用者（会長）の“信頼

関係”が重要

〇雇用形態（例）
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●労働基準法、労働契約法、職業安定法、男女雇用機会均等法、雇用対策法、
厚生労働省HP等、参考にされてください。



〇参考：採用後に必要（必須）となる書類

労務管理

職場において守られるべき規律や共通の労働条件を定めたものが

“就業規則”です。

14．就業規則

◆常時10人以上の労働者を使用する事業所は就業規則を作成し、労働基

準監督署に届けなければなりません（労働基準法第89条）。

従業員が10人未満であっても、労働者に対する処遇を公平かつ明確に

するため、就業規則を作成しておくことが望ましいです。

◆就業規則必須記載事項

始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制に関する事項

賃金に関する事項

退職に関する事項

◆就業規則の作成・変更⇒労働者の代表の意見を聴く

◆就業規則の内容 ⇒法令や労働協約に反しない

◆就業規則は、仕事場の見やすい場所に常時掲示するか備え付ける、

または労働者に配布するなどの方法により周知しましょう。

使用者は労働者に対して、賃金、労働時間などの労働条件を必ず

明示（書面を交付）しなければなりません。

⇒ 「労働条件通知書」

13．労働契約を結ぶとき

① 契約はいつまでか…

② 労働者がどこでどんな仕事をするのか…

③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか…

④ 賃金はどのように支払われるのか…

⑤ 労働者が辞めるときのきまりは…

17

書類 内容 関係法令

労働者名簿 職員管理の基本台帳
労働基準法第107条第1
項、第2項

賃金台帳 労働時間、手当等給与計算に関する事項を記入 労働基準法第108条

健康診断
雇入れ時に健康診断を実施。
（3か月以内の法定項目の健康診断書の提出があ
れば実施しなくてよい）

労働安全衛生法第66条



〇加入必要 △加入任意 ×加入不可 ☆40歳以上65歳未満のみ

労務管理

労働者が病気や怪我をしたときなど様々な場面で必要な給付を受けられるよう、事業主にも保険料等の費用負担が義務づけられているものです。

15．保険制度

職員数
1週間の
勤務時間

労働保険 社会保険

労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金 介護保険

個人事業所
5人未満

20時間未満 〇 × × × ×

20時間以上
26時間15分未満

〇 〇 × × ×

26時間15分以上※ 〇 〇 △ △ △(☆)

法人事業所

20時間未満 〇 × × × ×

20時間以上
26時間15分未満

〇 〇 × × ×

26時間15分以上※ 〇 〇 〇 〇 〇(☆)

〇個人事業所・法人事業所の労働保険、社会保険加入要件一覧
【フルタイム職員の勤務時間35時間/週（7時間／日、週5日勤務）の場合】
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●介護保険
●厚生年金保険

〇健康保険・厚生年金制度

内容
病気、けが、出産、死亡等のときに必要な医療行為を受けられるよう、健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状

態になったとき医療費を保険者が一部負担する制度。

主な給付金 療養の給付、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料、高額療養費 など

加入対象者
一日の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上の労働者

⇒月120時間以上かつ月17日以上の勤務の有無が目安

手続き先 佐世保年金事務所

内容 主に日本の民間企業の労働者が加入する公的年金制度。

主な給付金
老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、障害手当金

など

加入対象者

一日の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上の労働者

⇒月120時間以上かつ月17日以上の勤務の有無が目安

手続き先 佐世保年金事務所

内容
介護を事由として支給される保険制度。

満40歳以上になると被保険者となる。

主な給付金 介護保険給付

加入対象者
満40歳以上65歳未満の健康保険加入者

（健康保険料に介護保険料を加算）

手続き先 佐世保年金事務所

●
健
康
保
険

労務管理 19



労務管理

【地域自主組織の場合の保険料率】

・労災保険→事業主負担＝3/1,000

・雇用保険（R4.4.1～R4.9.30） →本人負担 ＝3/1,000

事業主負担＝6.5/1,000 合計＝9.5/1,000

（R4.10.1～R5.3.31）→本人負担 ＝5/1,000

事業主負担＝8.5/1,000 合計＝13.5/1,000

※保険料率は、適宜（毎年）改正されています。詳しくは厚生労働省のHPでご確認ください。

労働保険

労災保険 雇用保険

労災保険と雇用保険の保険料は、保険年度（4月1日から翌年3月31日

まで）のはじめに1年間の保険料を概算で前払いしておき、翌年度に確定

した保険料の差額を精算します。

前年度の清算のための確定保険料と新年度の概算保険料を計算し、一度

に申告・納付をします（年度更新）。

5月に送られてくる「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」に

必要事項を記入して、6月1日から7月10日までに、保険料を添えて労働

基準監督署（または取扱金融機関）に提出します。

〇労働保険（労災保険+雇用保険）

20
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内容
労働者が失業した場合に、生活の安定と再就職の促進の

ために必要な給付を行うもの。いわゆる失業保険。

主な給付金
就職促進給付、求職者給付、教育訓練給付、雇用継続給

付（高齢者・育児休業・介護休業）など

加入対象者

アルバイトやパート等の名称を問わず、

①1週間の所定労働時間が20時間以上で、

②31日以上の雇用見込みがある人→月11日以上の勤務の

有無が目安

手続き先 佐世保公共職業安定所（ハローワーク）

●労災保険（労働者災害補償保険）

内容

労働者の業務や通勤途中の事故に起因する怪我、病気、

障害などを負った場合に、被災労働者や遺族を保護す

るため必要な保険給付を行うもの。

主な給付金
療養給付、障害給付、休業給付、遺族給付、傷病年金

など

加入対象者
パート・アルバイト・日雇・臨時等すべての労働者

※使用者（会長）は原則として適用外

手続き先 佐世保労働基準監督署

備考

◆労働者を1人でも雇用する事業所は加入が義務付けら

れる

◆年度途中で採用された職員→資格取得などの手続き

は不要で、労働条件通知書が通知されているなど、通

常の「労働者性」が認められることがポイント

●雇用保険
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16．労働条件に関するルール

◆労働時間 1日8時間以内、1週間40時間以内→法定労働時間

◆休憩時間 1日の労働時間が6時間超で45分、8時間超で60分

※一斉に与え、かつ自由に利用させなければならない

◆休日 毎週少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上

〇労働時間と休憩・休日

〇時間外労働・休日労働

〇変形労働時間制

〇年次有給休暇

〇振替休日と代休の違い

例）週3日（月、水、金）フルタイム（8H/日） の非常勤

・勤務日の夜の会議→時間外労働で×1.25

・勤務日以外の平日勤務（昼）→法定内割増なし

・ 〃 夜のみ会議出席 →法定内割増なし

・日曜の勤務 法定休日労働で×1.35

期間 1週間 2週間 4週間 1か月 2か月 3か月 1年間

限度
時間

15時間 27時間 43時間 45時間 81時間 120時間 360時間

労働者に法定労働時間を超えて働かせるには、予め36（サブロク）

協定の締結・届出をし、時間外労働が発生した場合には割増賃金を

支払わなければなりません。

（36協定は監督署へ毎年届出が必要：労働基準法第36条）

◆割増賃金の対象となる労働

・休日労働 ：35％以上増

・深夜労働 ：25％以上増（午後10時～午前5時）

・時間外労働：25％以上増（法定労働時間を超えて行った残業）

※法定労働時間 1日8時間以内、1週間40時間以内

※法定労働時間内に行った残業は、割増賃金を支払う必要はありません。

〇労働時間と休憩・休日

〇時間外労働・休日労働

【時間外労働の限度基準】
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【年次有給休暇の付与日数】

①原則となる付与日数

使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その

6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10

日の年次有給休暇を与えなければなりません。

※対象労働者には、管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

継続勤務
年数

6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月
6年6か月
以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

業務の繁忙期と、そうでない時期に応じて、労働時間を予め計画的に配分し、一定期間を平均して法定労働時間の範囲内に収め、

全体で労働時間を短縮することを目的とするものです。

①1箇月単位の変形労働時間制 ②フレックスタイム制 ③1年単位の変形労働時間制（労使協定に内容等を定め、協定届を監督署へ毎年届出が必要）

④1週間単位の非定型的変形労働時間制

②パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数
・パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者について

は、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。
・比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、

かつ、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日
以下の労働者です。

【年次有給休暇の請求権】
労働基準法第115条の規定により2年間で時効によって消滅します。

年次有給休暇の請求権は、基準日に発生しますので、基準日から起算
して2年間行使しない場合には消滅することになります。

週所定
労働日
数

1年間の所定
労働日数

継続勤務年数

6か月
1年
6か月

2年
6か月

3年
6か月

4年
6か月

5年
6か月

6年6か
月以上

4日 169～216日

付
与
日
数

7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

3日 121～168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日

2日 73～120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

1日 48～72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

〇年次有給休暇

〇変形労働時間制
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労働安全衛生法に基づく健康診断を受けましょう ～労働者の健康確保のために～

17．健康診断

24

❶一般健康診断の項目 ※定期健康診断（安衛則第44条）における健康診断の項目の省略基準
定期健康診断については、以下の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要

でないと認めるときは省略することができます。なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症
状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。したがって、以下の
省略基準については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意してください。

項目 医師が必要でないと認める時に左記の健康診断項目を省略できる者

身長 20歳以上の者

腹囲

1.40歳未満（35歳を除く）の者
2.妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反
映していないと診断された者
3.BMIが20未満である者 (BMI＝体重㎏÷(身長m)²)
4.BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者

胸部エックス線
検査

40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者
1.5歳毎の節目年齢（20歳、25歳、30歳及び35歳）の者
2.感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で
働いている者
3.じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者

喀痰検査
1.胸部エックス線検査を省略された者
2.胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エック
ス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

貧血、肝機能、
血中脂質、血糖、
心電図検査

35歳未満の者及び36~39歳の者

（
安
衛
則
第
43

条
）

雇
入
れ
時
の
健
康
診
断

1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査（血色素量及び赤血球数）
7 肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP)
8 血中脂質検査（LDLコレステロール、HDLコレステロール、

血清トリグリセライド）
9 血糖検査
10 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査）
11 心電図検査

（
安
衛
則
第
44

条
）

定
期
健
康
診
断

1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長（※）、体重、腹囲（※）、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査（※）及び喀痰検査（※）

5 血圧の測定
6 貧血検査（血色素量及び赤血球数）（※）

7 肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP)（※）

8 血中脂質検査（LDLコレステロール、HDLコレステロール、
血清トリグリセライド）（※）

9 血糖検査（※）

10  尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査）
11  心電図検査（※）
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⑴健康診断の結果の記録

健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておかなくてはなりません。

（安衛法第66条の3）

⑵健康診断の結果についての医師等からの意見聴取

健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師（歯

科医師による健康診断については歯科医師）の意見を聞かなければなりません。（安衛法第66条の4）

⑶健康診断実施後の措置

上記2による医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりませ

ん。（安衛法第66条の5）

⑷健康診断の結果の労働者への通知

健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。（安衛法第66条の6）

⑸健康診断の結果に基づく保健指導

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。（安衛
法第66条の7）

⑹健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告

規模50人以上の事業者は、定期健康診断の結果を提出しなければなりません。（安衛法第100条）

❷健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項
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18．賃金

賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者

が労働者に支払うものです。

◆賃金支払いの5原則

①通貨で

②直接労働者に

③全額を

④毎月一回以上

⑤一定の期日を定めて 支払わなければなりません。

（労働基準法第24条第1項）

◆支払形態：月給・日給・時給

◆単価を明確にしておきましょう。

◆賃金台帳を作成しなければなりません。

◆賃金の口座振込

労働者の同意を得て、当該労働者の指定する本人の預金口座に振込む
ことができます。 （労働基準法施行規則第7条の2第1項第1号）

◆最低賃金法に基づき定められた最低賃金額を下回ってはいけません。

◆長崎県の最低賃金→ 821円 ※R3.10.2改定（毎年改定されております。
詳しくは厚生労働省のHPでご確認ください。）
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「給与支払事務所等の開設届出書」とは、従業員を雇って給与を支払う事

業主が、税務署に提出する書類です。（従業員を雇う場合に必須の手続きです）

給与支払事務所等の開設届出書が必要とされる理由は、雇用主が従業員の給

与から所得税分をあらかじめ天引きして預かり、従業員に代わって国に納め

る制度、つまり「源泉徴収」があるためです。

届出書を提出すると、税務署から源泉徴収した所得税を納付するための用

紙が送られてくるので、それに沿って納税する仕組みとなっています。

源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者

が、②その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、③支払金

額からその所得税額を差し引いて国に納付しなければならない（所得税法第

183条第1項）というものです。

◆源泉徴収義務者の対象：会社や協同組合である場合はもちろん、学校、官公庁、また、
個人や人格のない社団・財団、全て源泉徴収義務者となります。

◆源泉徴収の対象経費 ・事務局職員に支払う賃金

・ボランティアスタッフへの謝金
・講演会などの講師謝礼金

⇒関係法令に基づき、源泉徴収を行う必要があります。

11．源泉徴収

【税額の求め方】

給料や賞与などから源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額は、税額表を使

用して求めることができます。

⑴事務局職員賃金の例

①月ごとに支払うもの、②半月ごと、10日（旬）ごとに支払うもの、③月の整数

倍の期間ごとに支払うものについては、「月額表」を使用します。

給与所得者の扶養控除等申告書を自治協に提出している人に支払う場合は「甲

欄」、その他の人に支払う場合は「乙欄」を使って税額を求めます。

⑵ボランティアスタッフへの謝金の例

①日雇賃金相当分の日当などを支払うものについては、「日額表」を使用、この

時は丙欄を使って税額を求めます。

⑶講師謝礼金の例

講師謝礼金を支払う場合は、「支払金額×10.21％」で求める額を源泉徴収するこ

ととなります。ただし、支払金額が100万円を超える場合には、その超える部分につ

いて、20.42％を乗じた額を源泉徴収することとなります。

※⑴～⑶の支出がある際は、受領証を徴することと併せて、相手方にも支払調書

（確定申告に必要な書類）を発行してください。

所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、
これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。
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19．給与支払事務所等の開設届出書・源泉徴収
〇給与支払事務所等の開設届出書

〇源泉徴収
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給与支払報告書と呼ばれるもののなかには、「個人別明細書」と「総

括表」の2種類があります。

〇個人別明細書

個人別明細書は、給与を支払った従業員ごとに作成する書類です。

個人別明細書のフォーマットは、源泉徴収票と同様です。用紙（4枚式）は佐

世保市役所市民税課・各支所・税務署窓口にあります。

1、2枚目・・・市町村の市民税課提出

3枚目 ・・・税務署提出（年末調整をしなかった場合、

4枚目 ・・・受給者控え

※3枚目の税務署に提出が必要なものは、支払金額が一定金額を超える場合に

限られ、年末調整したものか否かによっても違ってきます。

例えば、年末調整をしなかった場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提

出しなかった場合については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超える

人については、税務署へも併せて提出が必要です。

〇総括表

総括表とは、従業員ごとに作成した個人別明細書を提出先の市町村ごとにとり

まとめ、その表紙として添付する書類のことを指します。

11．源泉徴収

給与支払報告書も、源泉徴収票と同様に、その年に支払った

給与額等を記載した書類です。ただし、こちらは従業員本人

には交付せず、1月1日時点で従業員が居住している市町村へ

提出します。記載されている給与額に基づき、その翌年の住

民税が決定される重要な報告書となりますので、年末調整終

了後、佐世保市では1月末日までに給与支払をした全従業員の

給与支払書を作成し、必ず提出しましょう。（給与支払報告

書等の提出義務：地方税法第317条の6）

※地方税法には、「当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の

総額が30万円以下であるものについては、この限りでない。」とありますが、

佐世保市では正しい課税という観点から少額でも提出をお願いしています。

28

20．給与支払報告

〇給与支払報告書等の提出義務



◆年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書」を提出している人全員（正職員、パートタイマー、ア
ルバイト）対象ですが、例外もあります。

労務管理
21．年末調整
◆「源泉徴収税額表」に基づき、毎月の給与から所得税を源泉徴収して
います。

◆この税額は1年間の年収を想定して算出した概算です。

つまり、毎月源泉徴収した税額の1年間の合計額と本来の年間税額とは
一致しません。

◎そのために、1年間の年収が確定した時点で、年間の正確な

所得税の金額を計算し、過不足を調整するのが年末調整です。

〇 年末調整対象外の人（自分で確定申告する）

①2ケ所以上から給与支払を受けている人

②年の途中退職者で対象者とされた人に該当しない人

③非居住者

④災害被害を受け、法規定により徴収猶予を受けた人

〇 年末調整対象者（次のいずれかに該当する人）

①1年を通じて勤務している人

②年の途中で就職し、年末まで勤務している人

（前職の会社が発行した源泉徴収票を提出してもらう）

③年の途中で退職した人のうち次の人

・死亡により退職

・著しい心身の障害のために退職した人で、その退職の時期からみて、

本年中に再就職ができないと見込まれる人

・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

・いわゆるパートタイマーが退職した場合で、本年中に支払を受ける

給与の総額が103万円以下である人（確定申告が必要になるなど）

・年の途中で転勤などの理由により非居住者になった人

〇 年末調整をした人で確定申告する必要がある場合

給与以外などの所得合計が20万円超えの人については、確定申告をする
必要がある。
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労務管理

①前準備 [11月上旬] 翌年分の納付書が送られてくる

②準備→申告書の配布

[11月下旬目途]

⑴扶養控除（異動）申告書…各自、年初に提出した内容を確認

⑵配偶者特別控除申告書…該当者

⑶保険料控除申告書…各自、記入

⑷住宅借入金等特別控除申告書…該当者

③年間金額確定 ・12月に支払う給与・賞与額の計算と確定

・1年間の給与総額・賞与総額、所得税額を集計する

・給与所得控除後の給与等の金額を計算する

④申告書の受け取り ②の⑴～⑷を受け取り、確認する

⑤各種控除額を差し引いて

課税所得金額を計算

所得控除後の給与等の金額から基礎控除額、社会保険料控除額、④の申
告書による控除額の合計額を差し引き、課税所得金額を求める

⑥清算 年税額を計算し、毎月の徴収済み源泉税額との過不足を精算する

⑦給与支払後 ・源泉徴収票を各自に配布する

・給与支払報告書を事務局職員の居住市町村の税務担当課（佐世保市は
市民税課）に提出する

⑧税金の納付

[翌年の1月10日]

所得税を納付する

⑨新年分の扶養控除（異動）
申告書の配布・収集

新年の毎月の給与から源泉徴収する所得税計算のために、新年分の扶養
控除（異動）申告書を配布し、記入してもらった後、収集する

年末の賞与、12月分の給与額が確定

してから1月にかけて、短期間のうち

に1年間の精算のための計算や書類作

成、発送などの業務が集中します。

事務局職員からの書類収集など事前

にできるものは早めに取り掛かり、計

画的に行いましょう。

〇年末調整 〇年末調整のスケジュール
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個人情報
22．個人情報保護法

個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）は、利用者や消費者が安心できるように、企業や団体、国の行政機関等に個人情
報をきちんと大切に扱ってもらった上で、有効に活用できるよう共通のルールを定めた法律です。

ＰＴＡや町内会、地区自治協議会も含むすべての事業者に適用されています。

個人情報保護法を理解してリスクを最小限に抑えましょう！

インターネットの普及やIT技術の発達に伴って、個人情報
が利用される機会が増えています。そのような中で個人情報
保護法は、個人の権利や利益をしっかりと守りながらも、個
人情報が有効活用されるようにすることを目的として定めら
れました。

2017年5月30日の改正以降は、当該個人情報データベース
等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の
多寡にかかわらず、個人情報取扱事業者に該当することとな
りました。そのため、企業だけではなく学校の同窓会などで
個人情報を扱う際にも、このルールが義務づけられました。

ここでいう個人情報とは、生きている個人についての情報
で、特定の個人を識別できるものです。具体的には、氏名、
生年月日、住所などです。さらに、指紋や声紋、手指の静脈
などといった人体の一部を変換したり、マイナンバー、住民
コード、旅券番号など、個人に割り振られる符号も個人情報
に含まれます、なお、病歴、信条、人種などの差別や偏見に
つながる恐れがある情報には、特別な規定があります。

個人から集められた情報は、事業者や団体ではどのように扱われているのでしょうか。

取得した個人情報の利用目的は本人に知らせ、本人以外の第三者に情報を渡す場合は、原
則として本人の同意を得なければなりません。

個人データについては必要な範囲で刷新し、本人から個人情報の開示、利用停止、もしく
は、訂正の請求があったときには、迅速に適正な形で応じることとされています。

もちろん、個人情報は安全に保管して、従業員や委託先などへの監督も、抜かりなくお
こなうことがルールとなっています。

個人情報の利用や管理が適切になされていれば、漏洩のリスクは減ります。そのため、
事業者や団体は、利用目的の範囲内でのみ、データの利用が許されています。

もし、データを集めたときとは違う目的で利用したい場合には、本人の同意が必要です。

データの保管は、鍵のかかる引き出しを使用したり、パソコンの保存では、パスワード
の設定やウイルス対策ソフトの導入をしたりなど、適切に実行するように義務づけられて
います。

①個人情報保護法ってなに？ ②個人情報を取り扱う事業者や団体が守るべきルール

③個人情報の利用と保管について
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○個人情報保護法の改正（令和4年4月1日から施行）

個人情報

<主な改正点>

<改正の背景>

個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利用のバランス、個人情報が多様に利活用される時代における事業者責任の

在り方及び越境移転データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から、個人情報保護法の改正が行われました。

② 外国にある第三者への個人データの提供時に、提供先の第三者

における個人情報の取扱いに関する本人への情報提供の充実

改正前は、努力義務だった漏えい等の事態に該当する場合に個人情報

保護委員会への報告や本人通知が義務化されました。

① 個人情報保護委員会への報告及び本人への通知の義務化

⑴基本方針の策定 ⑷人的安全管理措置

⑵個人データの取扱いに係る規程の整備 ⑸物理的安全管理措置

⑶組織的安全管理措置 ⑹技術的安全管理措置

③ 安全管理のために講じた措置の公表等の義務化

違法な行為を営むことが疑われる事業者に、違法又は不当な行為を助長する

おそれが想定されるにもかかわらず、個人情報を提供すること等、不適正な方

法により個人情報を利用することが禁じられることが明確化されました。

④ 違法行為が疑われる事業者への個人情報の提供等の禁止の明確化

個人関連情報の第三者提供の制限等として、提供元では個人データに該当し

ないものの、提供先において個人データとなることが想定される情報の第三者

提供について、本人同意が得られていること等の確認が義務付けられました。

⑤ 個人情報関連の第三者提供について本人同意の確認を義務化

開示請求の方法についても、原則、書面による交付での開示とされていましたが、

改正後は、電磁的記録の提供を含め開示請求する本人が指示できることとなりました。

⑥ ６ヶ月以内に消去するデータについても開示請求の対象とし、開示

方法を本人が指示できることや利用停止・消去等の個人の請求権の拡充
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個人情報

※改正内容を確認し、プライバシーポリシーの改訂等が必要な
場合は対応しましょう。

〇個人情報チェックポイント
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❶
万が一に備え、漏えい等報告・本人通知の手順を整備しましょう。

～個人情報保護委員会への報告及び本人への通知の義務化

❷
個人データを外国の第三者へ提供しているか確認しましょう。

～外国にある第三者への個人データの提供時に、提供先の第三者のおける
個人情報の取扱いに関する本人への情報提供の充実

❸
安全管理措置を公表する等、本人の知りえる状態に置きましょう。

～安全管理のために講じた措置の公表等の義務化

❹
保有する個人情報データを棚卸し、開示請求等に備えましょう。

～6ヶ月以内に消去するデータについても開示請求の対象とし、開示方法
を本人が指示できることや利用停止・消去等の個人の請求権の拡充

❺
個人情報データを不適正に利用してないか確認しましょう。

～違法行為が疑われる事業者への個人情報の提供等の禁止の明確化

❻
個人関連情報の利用状況や提供先を確認しましょう。

～個人関連情報の第三者提供について本人同意の確認を義務化



23．ハラスメントの法制化

令和２年６月１日に「改正 労働施策総合推進法」が施行され、中小企業に対す

る職場のパワーハラスメント防止措置も、令和4年４月1日から義務化されました。

職場で行われる、①～③の要素全てを満たすものをいいます。

①優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③労働者の就業環境が害されるもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

〇職場における「パワーハラスメント」とは

ハラスメント

ハラスメントの内容 根拠法令

●パワーハラスメント
R2.6.1～（★中小企業はR4.4.1～）
労働施策総合推進法第30条の2

●セクシュアルハラスメント
【義務化 H11～】
男女雇用機会均等法第11条

●マタニティハラスメント
（妊娠、出産、育児・介護休業に関
するハラスメント）

【義務化 H29～】
男女雇用機会均等法第11条の2
育児・介護休業法第25条
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ハラスメント

あなたの周りにありませんか？こんなパワハラ。

〇ハラスメントの類型と種類

殴打、足蹴りを行う。

相手に物を投げつける。

①身体的な攻撃

人格を否定するような言動を行う。

必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り

返し行う。

他の労働者の前で、大声で威圧的な𠮟責を繰

り返し行う。

②精神的な攻撃

特定の労働者を仕事から外し、長時間別室に隔離する。

1人の労働者に対し、同僚が集団で無視をし、職場で

孤立させる。

③人間関係からの切り離し

④過大な要求 ⑤過少な要求

労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写

真撮影をしたりする。労働者の機微な個人情報につ

いて、本人の了解を得ずに他の労働者に暴露する。

⑥個の侵害

◎逆パワハラについて

逆パワハラとは、職場の部下から上司に対して行われるパワーハラスメントです。パワ

ハラは上司が部下に対して行うものと思われがちですが、厚生労働省の指針では、部下に

よる言動もパワハラになり得ることを明記しています。

例えば、

・部下を少し注意しただけで、「パワハラだ！訴えるぞ」と言ってくる

・部下に仕事をお願いしても「あなたの命令は聞きません」と反論し、

従ってくれない などが逆パワハラにあたります。

35

あなたの周りにありませんか？こんなセクハラ。

あなたの周りにありませんか？こんなマタハラ。

出産・育児・介護に

関連する制度利用を

阻害する嫌がらせ。

①制度等の利用への嫌がらせ型

①対価型セクシュアルハラスメント

性的な関係を要求されたが、拒否したら、解雇された。

事務所内で上司が腰や胸などを度々触るので、

また触られるかもしれないと思うと仕事が手に

付かず就業意欲が低下している。

②環境型セクシュアルハラスメント

出産・育児による就労

環境を害する嫌がらせ。

②状態への嫌がらせ型

男女共に「被害者」、「行為者」になる
場合があり、同性間の言動でもセクハラ
になります。



ハラスメント

事業主は、労働者が職場におけるハラスメントについての相談を行ったこ

とや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他

不利益な取扱いをすることが、法律上禁止されます。

〇事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません（義務）。

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

①職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントを行ってはならな

い旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発しましょう。

②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則

等の文書に規定し、労働者に周知・啓発しましょう。

◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知しましょう。

④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるよう

にしましょう。

【参考】就業規則改正（例）

（ハラスメント等の禁止）
第●条 事務局職員は、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊

娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント及びあらゆるハラスメン

トにより、他の職員又は第三者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を

害するようなことをしてはならない。

◆職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

⑤事実関係を迅速かつ正確に確認しましょう。

⑥事実確認ができた場合は、速やかに被害者に対する配慮のための措置を

適正に行いましょう。

⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行いましょう。

⑧事実確認ができなかった場合も同様に、再発防止に向けた措置を講じま

しょう。

◆そのほか併せて講ずべき措置

⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、

その旨労働者に周知しましょう。

⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない

旨を定め、労働者に周知・啓発しましょう。

〇職場におけるハラスメントの防止のために講ずべき措置

36



〇ハラスメントの相談を受けたときの対応はどうすればいいの？

ハラスメント

相談対応の流れとポイント

相談窓口（一次対応）

●相談者の秘密が守られることや不利益な取り扱いを受け

ないこと、相談窓口でどのような対応をするか明確にしま

しょう。

●1回の相談時間は長くても50分程度としましょう。

1

事実関係の確認

●相談者の了解を得た上で、行為者や第三者に事実確認を

行いましょう。

●相談者と行為者の意見が一致しない場合に、第三者に事

実確認を行いましょう。

2

行為者・相談者への
とるべき措置の検討

●以下の要素を踏まえて、検討しましょう。

相談者の被害の大きさ／事実確認の結果／行為者または相談者

の行動や発言に問題があったと考えられる点／就労規則の規定／

パワハラについての裁判例

●対応としては、行為者または相談者への注意、行為者からの謝

罪、人事異動、懲戒処分などが考えられます。

3

行為者・相談者
へのフォロー

●相談者・行為者の双方に対して、会社として取り組んだ

ことを説明しましょう。

●行為者の行動や発言にどのような問題があったかを伝え、

同様の問題が起こらないようフォローアップしましょう。

4

再発防止策の実施

●再発防止策は予防策と表裏一体です。予防策に継続的に

取り組むことで再発防止につなげましょう。
5
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地区自治協議会一覧 38

団体名 所在地 電話番号

清水地区自治協議会 保立町12-31 55-6156（専用）

北地区自治協議会 春日町18-9 55-7006（専用）

大野地区自治協議会 田原町13-29 80-3604（専用）

中里皆瀬地区自治協議会 上本山町1228-1 55-4908（専用）

柚木地区自治協議会 柚木町2088-2 46-1031

相浦地区自治協議会 川下町209-5 80-1429（専用）

黒島地区自治協議会 黒島町3175 56-2765

吉井地区自治協議会 吉井町立石473 55-6038（専用）

世知原地区自治協議会 世知原町栗迎246-1 80-1079（専用）

宇久地区自治協議会 宇久町平2691 0959-57-2607

小佐々地区自治協議会 小佐々町西川内172-3 80-1717（専用）

江迎地区自治協議会 江迎町長坂104 66-2175

鹿町地区自治協議会 鹿町町下歌ヶ浦8-37 77-5251

※電話番号欄の（専用）と書かれているものは、地区自治協議会専用として設置されている

電話の番号になります。書かれていないものは、コミュニティセンターの番号となります。

団体名 所在地 電話番号

宮地区自治協議会 城間町345 内線7405-21

三川内地区自治協議会 三川内本町289-1 30-7557（専用）

針尾地区自治協議会 針尾中町1538-5 58-3894（専用）

江上地区自治協議会 指方町1759 55-8608（専用）

広田地区自治協議会 重尾町63 37-6640（専用）

早岐地区自治協議会 早岐1丁目6-38 38-2213（専用）

日宇地区自治協議会 日宇町675-2 55-7271（専用）

崎辺地区自治協議会 十郎新町3-7 27-2170

南地区自治協議会 稲荷町2-5 55-4122（専用）

山澄地区自治協議会 潮見町14-14 55-3623（専用）

中部地区自治協議会 光月町6-17 37-8525（専用）

西地区自治協議会 金比良町1-7 80-1413（専用）

愛宕地区自治協議会 赤崎町596-26 28-7822

九十九地区自治協議会 下船越町306-7 55-4525（専用）



各種連絡先 39

内容 問い合わせ先 電話番号

労働に関すること
労災保険に関すること
ハラスメントに関すること

佐世保労働基準監督署
佐世保総合労働相談コーナー 0956-24-4161

従業員の公募・雇用保険に関すること 佐世保公共職業安定所 0956-34-8609

健康保険・厚生年金に関すること 佐世保年金事務所 0956-34-1189

個人情報保護法に関すること 個人情報保護法相談ダイヤル 03-6457-9849

法人税や源泉徴収等、税に関すること 佐世保税務署 0956-22-2161

県税に関すること 県北振興局 税務部課税課 0956-23-1400

市税に関すること 佐世保市役所2階 市民税課 0956-24-1111


