公益財団法人四万十公社例規集

平成 28 年 6 月調整
（平成 28 年 6 月 28 日評議員会決定後）
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定款

■総規
定款
平成 24 年 10 月 1 日制定

公益財団法人四万十公社定款
目次
第１章 総則（第１条－第５条）
第２章 資産及び会計（第６条－第９条）
第３章 評議員（第１０条－第１３条）
第４章 評議員会（第１４条－第２２条）
第５章 役員（第２３条－第２９条）
第６章 理事会（第３０条－第３８条）
第７章 委員会（第３９条）
第 8 章 事務局（第４０条・第４１条）
第９章 定款の変更及び解散（第４２条－第４５条）
第 10 章 情報公開及び個人情報の保護(第４６条－第４８条）
第 11 章 補則（第４９条）
第１章 総則
（名称）
第１条 この法人は、公益財団法人四万十公社と称する。
（事務所）
第２条 この法人は、主たる事務所を高知県高岡郡四万十町香月が丘８番 102 号に置く。
２

この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

（目的）
第３条

この法人は、地域資源を有効活用するとともに個性豊かな魅力ある地域づくりを目

指し、地域社会の健全な発展を目的とする事業、文化及び芸術の振興を目的とする事業及
び町民の生活に不可欠な放送、通信等の安定供給の確保を目的とする事業を行い、もって
町民福祉の増進に寄与することを目的とする。
（事業）
第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）地域資源の発掘及び有効活用に関する調査研究事業
（２）四万十町ケーブルネットワーク施設の管理運営及び地域活動に関する情報の収集・保
存・活用並びに番組の制作に関する事業
（３）町民と企業と地域と行政とが協働したまちづくりを進める事業
（４）地域型コミュニティー及びテーマ型コミュニティーの推進に関する事業
（５）公共領域の拡大に伴い、町を補完する行政サービスの提供に関する事業
（６）前各号の事業に必要な公の施設の管理運営及び町の受託事業
（７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
定款
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（規律）
第５条

第３条に定める公益目的を達成し、法人の社会的責任を果たすため、情報公開、説

明責任及び町民参加の基本原則に則り、評議員会が行動基準の理念と規範を別に定める。

第２章 資産及び会計
（基本財産）
第６条

この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財

産とする。
２

基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなけ

ればならなない。
３

基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あ

らかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
（事業年度）
第７条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。
（事業計画及び収支予算）
第８条

この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書

類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受け
なければならない。
２

前項の書類については、直近の評議員会へ報告するとともに主たる事務所に、当該事業

年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
（事業報告及び収支決算）
第９条

この法人の事業報告書及び収支決算書については、毎事業年度終了後、理事長が次

の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
（１）事業報告書
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）損益計算書（正味財産増減計算書）
（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
（６）財産目録
２

前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、

定時評議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類につい
ては、承認を受けなければならない。
３

第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供する

とともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
（１）監査報告
（２）理事及び監事並びに評議員の名簿
（３）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記
載した書類
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第３章 評議員
（評議員の定数）
第 10 条 この法人に、評議員６人以上９人以内を置く。
（評議員の選任及び解任）
第 11 条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
２

評議員選定委員会は、評議員 1 人、監事 1 人、事務局員 1 人、次項の定めに基づいて選

任された外部委員２人の合計 5 人で構成する。
３

評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任す

る。
（１）この法人又は関連団体（主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以
下同じ。
）の業務を執行する者又は使用人
（２）過去に前号に規定する者となったことがある者
（３）第 1 号又は第 2 号に該当する者の配偶者、3 親等内の親族、使用人（過去に使用人
となった者も含む。
）
４

評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦する

ことができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
５

評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を

評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
（１）当該候補者の経歴
（２）当該候補者を候補者とした理由
（３）当該候補者とこの法人及び役員等（理事、監事及び評議員をいう。
）との関係
（４）当該候補者の兼職状況
（５）候補者の構成が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法
律第 49 号。以下「認定法」という。
）第 5 条第 10 号及び第 11 号に準じている旨の説
明
６

評議員選定委員会の評議員の選任及び解任の決議は、委員の過半数が出席し、その過半

数をもって行う。ただし、外部委員の 1 人以上が出席し、かつ、外部委員の 1 人以上が賛
成することを要する。
７

評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠

の評議員を選任することができる。
８

前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。

（１）当該候補者が補欠の評議員である旨
（２）当該候補者を 1 人又は 2 人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するとき
は、その旨及び当該特定の評議員の氏名
（３）同一の評議員（2 人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該 2 人
以上の評議員）につき 2 人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員
相互間の優先順位
９

第 7 項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後 4 年以内に終了する事業年度の
定款
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うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
（評議員の任期）
第 12 条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
２

任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期

の満了する時までとする。
３

評議員は、第 10 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任

した後も、新たに選任される者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
（評議員の報酬等）
第 13 条 評議員に対して、１日当たり１万円を超えない範囲で、報酬を支給することができ
る。
２

評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

３

前２項に関する支給の基準及びその額は、評議員会が別に規則を定める。

第４章 評議員会
（構成）
第 14 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
２

評議員会を運営するため議長を置く。

３

評議員会の議長は、評議員の互選により定める。

（権限）
第 15 条 評議員会は、次の事項について決議する。
（１）理事及び監事の選任又は解任
（２）理事及び監事の報酬等の支給の基準
（３）評議員に対する報酬等の支給の基準及びその額
（４）役員等の責任の一部免除
（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
（６）定款の変更
（７）規則の制定、変更及び廃止
（８）残余財産の処分
（９）基本財産の処分及び除外の承認
（10）理事会において評議員会に付議した事項
（11）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
（開催）
第 16 条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３箇月以内に開催するほか、必
要がある場合に臨時評議員会を開催する。
（招集）
第 17 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が
招集する。
２
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評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員
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会の招集を請求することができる。
３

評議員会を招集するには、理事長（一般社団及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年

法律第 48 号。以下「法人法」という。
）第 180 条第２項の規定により評議員が評議員会を
招集する場合にあっては、当該評議員。次項において同じ。
）は、評議員会の日の 5 日前ま
でに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を
発しなければならない。ただし、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経る
ことなく開催することができる。
（決議）
第 18 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過
半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによ
る。
２

前項の場合において、議長は、評議員会の決議に評議員として議決に加わることはでき

ない。
３

前２項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員

を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。
（１）監事の解任
（２）評議員に対する報酬等の支給の基準
（３）役員等の責任の一部免除
（４）定款の変更
（５）基本財産の処分又は除外の承認
（６）その他法令で定められた事項
４

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行

わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 23 条に定める定数を上回る場合
には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を
選任することとする。
（決議の省略）
第 19 条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につ
き議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
（報告の省略）
第 20 条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、
その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁
的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものと
みなす。
（議事録）
第 21 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければ
ならない。
２

議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２

人が、記名押印しなければならない。
（評議員会運営規則）
定款
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第 22 条 評議員会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評
議員会において定める評議員会運営規則によるものとする。

第５章 役員
（役員の設置）
第 23 条 この法人に、次の役員を置く。
（１）理事 ６人以上９人以内
（２）監事 ２人
２

理事のうち、各１人を理事長、副理事長及び専務理事とする。

３

前項の理事長をもって法人法第 197 条において準用する第 91 条第１項第１号の代表理

事とし、代表理事以外の理事のうち、専務理事を同法第 197 条において準用する第 91 条
第１項第２号の業務執行理事とする。
（役員の選任）
第 24 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
２

理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（理事の職務及び権限）
第 25 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行す
る。
２

理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執

行する。
３

専務理事は、理事会において別に定める職務権限規程により、この法人の業務を分担執

行する。
４

理事長及び専務理事は、３箇月に１回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告し

なければならない。
（監事の職務及び権限）
第 26 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成
する。
２

監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財

産の状況の調査をすることができる。
（役員の任期）
第 27 条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定
時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
２

監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評

議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
３

任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、

前任者の任期の満了する時までとする。
４

理事又は監事は、第 23 条第１項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞

任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての
権利義務を有する。
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（役員の解任）
第 28 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任
することができる。
（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
（役員の報酬等）
第 29 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会に
おいて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することが
できる。
２

理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。こ

の場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

第６章 理事会
（構成）
第 30 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
（権限）
第 31 条 理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
（４）規程の制定、変更及び廃止
（招集）
第 32 条 理事会は、理事長が招集する。
２

理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

（議長）
第 33 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
（決議）
第 34 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が
出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
２

前項の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできな

い。
（決議の省略）
第 35 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案
につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたとき（監事がその提案について異議を述べたときを除く。）は、その提案を可決する
旨の理事会の決議があったものとみなす。
（報告の省略）
第 36 条

理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した

ときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
定款
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２

前項の規定は、第 25 条第４項の規定による報告については、適用しない。

（議事録）
第 37 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
２

理事長及び出席した理事２人並びに監事は、前項の議事録に記名押印する。

（理事会運営規程）
第 38 条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事
会において定める理事会運営規程によるものとする。

第７章 委員会
（委員会）
第 39 条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置する
ことができる。
２

委員会の委員は、理事会において選任する。

３

委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委

員会規程によるものとする。

第8章

事務局

（設置等）
第 40 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
２

事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

３

事務局長、事務局次長等の重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

４

前項以外の職員は、理事長が任免する。

５

事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第 41 条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
（１）定款
（２）理事、監事及び評議員の名簿
（３）認定、許可、認可等及び登記に関する書類
（４）理事会及び評議員会の議事に関する書類
（５）財産目録
（６）役員等の報酬規則
（７）事業計画書及び収支予算書等
（８）事業報告書及び計算書類等
（９）監査報告書
（10）その他法令で定める帳簿及び書類
２

前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第 46 条第 2 項に

定める情報公開規程によるものとする。
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第９章 定款の変更及び解散
（定款の変更）
第 42 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
２

前項の規定は、この定款の第３条、第４条及び第 11 条についても適用する。

（解散）
第 43 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他
法令で定められた事由により解散する。
（公益認定の取消し等に伴う贈与）
第 44 条

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する

場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。
）には、評議員の決議を
経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該
合併の日から１箇月以内に、認定法第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共
団体に贈与するものとする。
（残余財産の帰属）
第 45 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認
定法第５条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 10 章

情報公開及び個人情報の保護

（情報公開）
第 46 条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、法令で定められた報酬等の支給
の基準の公表のほか、法人の活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものと
する。
２

情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

（個人情報の保護）
第 47 条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
２

個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規

程による。
（公告の方法）
第 48 条 この法人の公告は、事務所の公衆の見やすい場所及び電子公告に掲示する方法によ
り行う。

第 11 章 補則
（委任）
第 49 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決
議により別に定める。

定款
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附 則
１

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律
第 50 号。以下「整備法」という。
）第 106 条第１項に定める公益法人の設立の登記の日か
ら施行する。
２

整備法第 106 条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行

ったときは、第 7 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、
設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
３

４

この法人の最初の代表理事及び業務執行理事の氏名は、次のとおりとする。
代表理事

中平

義幸

業務執行理事

武内

文治

この法人の最初の評議員の氏名は、次のとおりとする。
大村

和志

岡部

勤

川村

英子

川上

哲男

酒井

和歌子

長谷部 文男
林

５

伸一

樋口

寛

古谷

悦子

この法人の最初の理事（代表理事及び業務執行理事を除く。
）及び監事の氏名は、次のと

おりとする。
（１）理事
中平

克喜

渡部

睦

中嶋

敏親

田邊

聖

由類江 秋穂
湯浅

文彦

（２）監事
武市
森
６

國榮
芳明

この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

附

則（平成２８年６月２８日評議員会議決）

この定款は、評議員会の議決の日から施行し、平成 28 年 4 月 1 日から適用する。
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別表 基本財産
財産の種別
建物

場所・物量等
６０㎡
四万十町香月が丘８番１０２号
プレハブ造平屋建

基金

10,000,000 円

定款
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公社の理念
公社の理念（平成 24 年告示第１号）
ここにいるひとを、ここにあるものを
くらしの綴り方として、音と映像と文字を紡ぎ、記録し
過去と現在と未来を結ぶ「時を貫く情報」とすることを使命とします。（情報使命）
その情報資源は、いつでも、どこでも、だれもが
もっている機器や技能に関係なく利用できるよう
「最新の伝える工夫」となることに情熱をそそぎます。（情熱職員）
これら、公社の使命と情熱と一連の町民参画や寄附により培った利益は
運動にかかわる人々と地域と職員とで分かち合い
「社会全体の利益」として還元します。（協働公社）

公社職員の行動規範
公社職員の行動規範（平成 24 年告示第２号）
一、公社の職員は、公共領域を担うトップランナーとして高い倫理性を備えます。
一、公社の職員は、地域情報センターを担うエンジニアとして高い専門性を磨きます。
一、公社の職員は、四万十町を担うアイデアマンとして高い先進性を希求します。
私たち公社の職員は、
「純真な眼差し」と「にこやかな顔」と「優しい言葉」でお客さまに
接し、その声に耳を傾け、町民に寄り添う「住民起業」として活動します。
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印章管理規程
公益財団法人四万十公社印章管理規程（平成 24 年規程第６号）
（目的）
第１条 この規程は、公益財団法人四万十公社（以下「公社」という。）における印章の種類、
新調、保管、使用等の基準について定め、これを統一的に管理することを目的とする。
（印章の定義）
第２条

この規程において印章とは、公社が発行し、又は受理する文書、証ひょう等で、権

利義務の行使若しくは履行又は官公署への申請、届出等に際し、法人名又は職名で証明の
ために押す印章をいう。
（印章の種類及び管理）
第３条

印章の種類及び保管・押印に関する責任者（以下「保管押印責任者」という。）は、

別表１のとおりとする。
２

印章は、盗難及び不正使用のないようすべて印章箱に納めて保管し、労働時間外にあっ
ては金庫その他確実な保管設備のあるものに保管し、かつ施錠しておかなければならない。

（保管押印責任者の代理）
第４条

前条第１項に規定する保管押印責任者に事故があるとき又は欠けたときは、次の順

位によりその事務を代行させるものとする。
順位

職名等

第１順位

事務局次長

第２順位

総務課長

第３順位

総務課担当チーフ又は保管押印責任者があらか
じめ指定した者

（印章取扱主任）
第５条 保管押印責任者は、印章取扱主任を定めて置かなければならない。
２

印章取扱主任は、職員のうちから保管押印責任者が指定する。

３

印章取扱主任は、保管押印責任者の指導監督を受け、印章に関する事務に従事するもの
とする。

（印章のひな形及び寸法）
第６条 印章のひな形及び寸法は、別表２のとおりとする。
２

前項の規定にかかわらず、印章の印影の刷込みを行う場合における印章の印影の寸法は、
理事長の承認を受けて別に定めることができる。

（印章の新調、改刻及び廃止）
第７条 印章の新調、改刻及び廃止は、保管押印責任者からの申請に基づき専務理事が行う。
２

専務理事は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、必要があると認めたとき
は理事長の承認を受けなければならない。

３

改刻及び廃止した印章は、理事長の決裁を受け、専務理事が焼却又は裁断の方法により
廃棄するものとする。

（印章登録台帳）
第８条

印章の新調、改刻及び廃止に際しては、すべて必要な事項を印章登録台帳（第１号
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様式）に記載し、整理しておかなければならない。
２

前項の事務は、総務課において行うものとする。

（印章の使用）
第９条 印章は、保管押印責任者又は印章取扱主任でなければ使用することができない。
２

印章の押印を受けようとする者は、押印を受けようとする文書に原議を添え、保管押印
責任者の審査を受けなければならない。

３

保管押印責任者は、前項の規定により審査した結果、押印を適当と認めたときは、当該
文書に自ら押印し、原議には自己の承認の印を押すものとする。

４

保管押印責任者は、前項の規定により印章を押印したときは、印章使用簿（第２号様式）
にその内容を記載しなければならない。

５

前３項の押印に関する事務について、保管押印責任者は印章取扱主任に命じてその事務
を行わせることができる。

（印章の事故報告）
第 10 条 保管押印責任者は、保管する印章が盗難、紛失その他の事故にあったときは、ただ
ちにその経緯について専務理事に報告するとともに、その指示を受けて所要の措置を講じ
なければならない。
２

前項の保管押印責任者は、所要の措置を講じた後、速やかに盗難、紛失等の経緯及び講
じた措置等について、理事長に報告しなければならない。

（補則）
第 11 条 この規程に定めるもののほか、印章に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附

則

１

この規程は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。

２

この規程の施行の日の前日までに、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律（平成 18 年法律第 50 号）第 106 条第１項に定める移行の登記以前の財団法人四
万十町地域振興公社が行った決定、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定
によりなされたものとみなす。
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別表１（第３条関係）
種

類

保管押印責任者

理事長印

表示内容

事務局長

役職名

〃

法人名

公社印

別表２（第６条関係）
用

ひ

途

な

形

寸法（各辺の長さ）

代
表

公益財団法人四万十公社

者

理事長印

商業登記規則第９条
３項に定める寸法の
範囲内

印
法
人

一辺が 20mm～30mm 程
公益財団法人四万十公社印

度の正方形のものが

印

普通

金
融
機
関

公益財団法人四万十公社

同上

理事長之印

用

印章管理規程
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第１号様式（第８条関係）
印章登録台帳
印 章 名
新
調

印

影

□新調
年月日

又

年

月

日

年

月

日

年

月

日

□改刻

は
改
刻

理由

使用開始年月日
年月日

用
途

廃
止

摘

理由

要

第２号様式（第９条関係）
印章使用簿
年 月 日
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文書名（番
号）

あ て 名

印章管理規程

通数

押印者名

印 名

■組織・運営
評議員選定委員会運営規程
公益財団法人四万十公社評議員選定委員会運営規程（平成 24 年規程第 1 号）
（目的）
第１条 この規程は、公益財団法人四万十公社定款（以下「定款」という。）第 11 条に規定
する評議員選定委員会（以下「委員会」という。
）の運営に関する必要事項を定め、それに
よって委員会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
（評議員選定委員）
第２条 委員会の外部委員は、定款第 11 条第３項各号に定める要件のほか、外部委員以外の
委員の年齢等の構成を考慮し、理事会の決議によりそれぞれ選任する。
２

評議員１人は評議員会の議長とし、事務局員１人は事務局長とする。

３

委員会の委員の任期は、４月１日から始まり、４年間をもって終了する。ただし、補欠
委員の任期は前任者の残任期間とする。

（評議員候補者）
第３条

理事会、評議員会それぞれの機関は、委員会に提出する評議員候補者について、定

款第 11 条第５項各号の事項のほか適任と判断した理由を付して推薦する決議を行う。
２

理事会は、任期中の評議員以外の者を評議員候補者として３人以上推薦する。

３

評議員会は、評議員本人の評議員候補者として推薦される意思を確認し、評議員候補者
を１２人以上推薦する。

（評議員の解任の手続き）
第４条 委員会の委員は、定款第 11 条第５項に基づき適任と判断した理由が選任後に失われ
ると判断したときは、あらかじめその理由を付した書面を理事長に提出し、委員会の招集
を求めなければならない。
（招集）
第５条 委員会は、理事長が招集する。
２

理事長に事故あるときは、副理事長が委員会を招集する。

（招集通知）
第６条 委員会を招集するには、理事長は、委員会の日の５日前までに、各委員に対して、
書面でその通知を発しなければならない。ただし、委員の全員の同意があるときは、招集
の手続を経ることなく開催することができる。
（議長）
第７条 委員会の議長は、当該委員会において委員の中から選出する。
２

議長は、議事の進行を図るとともに、議決に加わるものとする。

（決議）
第８条 委員会の選任及び解任の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
ただし、外部委員の１人以上が出席し、かつ、外部委員の１人以上が賛成することを要す
る。
評議員選定委員会運営規程
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２

選任にあたっては、各候補者ごとに前項の決議を行い、過半数の賛成を得た候補者の中
から得票数の多い順に定数の枠に達成するまでの者を選任することとする。

３

採決の方法は、選任の決議の場合は投票により行い、解任の決議の場合は、起立により
行う。
定款第 11 条第 7 項及び第 8 項の規定により補欠の評議員を選任する場合は、評議員候

４

補者の中から選任するものとする。
（議事録）
第９条 委員会の議事については、議事録を作成する。
２

委員会の議事録は書面をもって作成し、出席した委員は記名押印しなければならない。

３

委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

(1) 委員会が開催された日時及び場所
(2) 委員会の議事の経過の要領及びその結果
(3) 委員会に出席した理事の氏名
(4) 委員会に議長が存するときは、議長の氏名
第１項の議事録は、委員会の日から 10 年間、その主たる事務所に備え置かなければなら

４

ない。
（補則）
第 10 条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、理事長が別に
定める。
附

則

この規程は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。
附 則（平成 27 年 12 月 22 日理事会）
この規程は、平成 27 年 12 月 22 日から施行する。
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評議員会運営規則
公益財団法人四万十公社評議員会運営規則（平成 24 年規則第１号）
第１章 総則
（目的）
第１条 この規則は、公益財団法人四万十公社（以下「この法人」という。）の定款第 22 条
の規定に基づき、この法人の評議員会の議事の方法等に関する事項について定め、それに
よって評議員会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
（評議員会の種類）
第２条 評議員会は、定時評議員会と臨時評議員会とする。
２

定時評議員会は、毎事業年度終了後の３箇月以内の原則として６月に開催するほか、必
要がある場合に臨時評議員会を開催する。

（構成等）
第３条 評議員会は、評議員全員をもって構成し、法令に規定する事項及び定款第 15 条で
定めた事項につき決議する。
（役員等の出席）
第４条 理事長、専務理事及び監事は、評議員会に出席するものとする。ただし、議長から
指定された理事は、評議員会に出席しなければならない。
２

この法人の職員並びに公認会計士等は、理事及び監事を補助するため、議長の許可を受
けて評議員会に出席することができる。

３

評議員会は、必要に応じ、前各項以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めるこ
とができる。
第２章 評議員会の招集

（招集権者）
第５条 評議員会は、評議員が裁判所の許可を得て招集する場合を除き、理事会の決議に基
づき、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、
副理事長が招集する。
（招集手続）
第６条 評議員会の招集通知は、評議員会の開催日の５日前までに、各評議員に対して、書
面で発しなければならない。
２

前項の招集通知には、会議の日時、場所及び会議の目的事項を記載しなければならな
い。

３

前２項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手
続を経ることなく開催することができる。

（欠席）
第７条 評議員は、評議員会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を
通知しなければならない。
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第３章 評議員会の議事
（議長）
第８条 評議員会の議長となる者は、定款第 14 条第３項の規定の定めによる。
（開会及び出席状況の報告）
第９条 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、評議員の出席の状況を評議員会に報
告しなければならない。
２

前項の報告は、この法人の事務局職員をして行わせることができる。

（議題の審議順序）
第 10 条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、
評議員会に理由を述べて、その順序を変更することができる。
２

議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。

３

第 1 項の招集通知に記載する議題の順序は、原則として次の列記の順とする。
(1)

理事長及び専務理事の職務執行状況の報告の議題

(2)

定款第 18 条第 3 項に定める定款の変更等の特別決議を必要とする議案

(3)

選任、解任、選定、解職等の人事に関する議案

(4)

評議員提案権に基づく議案

(5)

理事会の決議に基づく議案

(6)

決議を必要としない報告、協議その他の議題

（理事等の報告・説明）
第 11 条 議長は、議題を付議した後、理事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案
の説明を求めるものとする。理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に報告又は説明を
させることができる。
２

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号。以下「法人法」
という。）第 184 条の規定による評議員提案にかかる場合にあっては、議長は、当該評議
員に議案の説明を、理事又は監事に対しては上記提案に対する意見を求めるものとする。

（説明義務者）
第 12 条 評議員の理事に対する質問の説明は、理事長又はその指名した理事が行う。
２

評議員の監事に対する質問の説明は、各監事が行う。ただし、監査意見が統一されてい
る場合は、監事の協議により定められた監事が行うことができる。

３

理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に説明させることができる。

（一括説明）
第 13 条 理事又は監事は、評議員の質問に対して一括して説明することができる。
（説明の拒絶）
第 14 条 理事又は監事は、質問が次の理由に当たるときは、説明を拒絶することができ
る。
(1)

質問事項が評議員会の目的事項に関しないものである場合

(2)

説明をするために調査をすることが必要である場合

(3)

説明をすることによりこの法人その他の者（当該評議員を除く。
）の権利を侵害

することとなる場合
(4)
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質問が重複する場合
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(5)

その他説明をしないことにつき正当な理由がある場合

（理事等の選任及び解任）
第 15 条 評議員は、評議員会において理事及び監事を選任する議案を提出する場合、候補
者となる留任以外の理事及び監事について適任とした理由を付した書面を、あらかじめ議
長に提出するものとする。
２

議長は、前項の受理した文書により留任しようとする候補者を含め理事及び監事の選任
に関する個々の議案を調整し理事長に提出するものとする。

３

監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べるこ
とができる。

（決議の方法）
第 16 条 評議員会の決議は、法令又は定款第 18 条第３項の特別決議の定めがある場合を除
き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否
同数のときは、議長の裁決するところによる。
２

前項の場合においては、議長は、評議員会の決議に、評議員として議決に加わることが
できない。

３

第１項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、その議決に加わることができ
ない。この場合、その評議員の数は、第１項の評議員の数に算入しない。

４

理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評
議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁
的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があ
ったものとみなす。

（採決）
第 17 条 議長は、議案について質疑及び討論が尽されたと認めたときは、審議を終了させ
採決しなければならない。
２

議長は、採決は各議案ごとにしなければならない。ただし、一括して審議した議案につ
いては、これを一括して採決することができる。

３

採決の方法は、挙手による。ただし、定款第 18 条第３項の特別決議の場合は起立によ
り、定款第 18 条第４項の理事又は監事を選任する議案の場合は投票により行うものとす
る。

４

議長は、採決が終了したときは、その結果を評議員会に宣言しなければならない。

（延期又は続行）
第 18 条 評議員会を延期又は続行する場合は、評議員会の決議による。
２

前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただ
し、その決定を議長に一任することを妨げない。

３

前項ただし書の場合、議長は決定した日時及び場所を評議員会に出席した評議員に通知
する。

４

延会又は継続会の日は、最初の評議員会の日より２週間以内に定めなければならない。

（閉会）
第 19 条 議長は、すべての議事を終了したとき、又は延期若しくは続行が決議されたとき
は、閉会を宣言する。
評議員会運営規則
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（議事録）
第 20 条 定款第 21 条のとおり評議員会の議事については、書面又は電磁的記録をもって作
成し、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録し
て、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２人がこれに記名
押印しなければならない。
２

前項の議事録は、10 年間この法人の事務所に備え置かなければならない。

（欠席者に対する通知）
第 21 条 議長は、欠席した評議員に対して、評議員会の議事録の写し及び評議員会当日に
配付した資料（事前配付した会議資料について口頭での訂正内容も含む。
）を配付して、
議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。
第４章 事務局
(事務局)
第 22 条 評議員会の事務局には、事務局長がこれに当たる。
第５章 雑則
（補則)
第 23 条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附

則

この規程は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。
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理事会運営規程
公益財団法人四万十公社理事会運営規程（平成 24 年規程第２号）
第１章 総

則

（目的）
第１条 この規程は、公益財団法人四万十公社（以下「公社」という。）の定款第 38 条の規
定に基づき、公社の理事会の議事の方法等に関する事項について定め、それによって理
事会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
（理事会の種類・開催）
第２条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
２

定例理事会は、事業年度毎に６月、10 月、12 月及び３月の年４回開催する。

３

臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の
請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から５日以内に、その日から２週間以内の日を理事会の日とす
る理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事から次の理由により理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したと
き。
① 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき。
② 理事が法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実が認められると
き。
（構成）
第３条 理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定すると
ともに、理事の職務の執行を監督する。
２

監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

（役員以外の出席）
第４条 理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を
求めることができる。
第２章 理事会の招集
（招集権者）
第５条 理事会は、定款第 32 条のとおり理事長が招集し、理事長が欠けたとき又は理事長
に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
２

前項に関わらず、第２条第３項第３号による場合は、理事が、同条第３項第４号後段に
よる場合は、監事が招集する。

３ 理事長は、第２条第３項第２号又は同条第３項第４号前段に該当する場合は、その請求
があった日から２週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならな
い。
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４ 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
（招集手続）
第６条 理事会の招集通知は、理事会の開催日の５日前までに、各理事及び各監事に対して
発しなければならない。
２

前項の招集通知は、会議の日時、場所及び会議の主な目的事項を記載した書面で行うも
のとする。

３

前２項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集
の手続を経ることなく開催することができる。

（欠席）
第７条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その
旨を通知しなければならない。
第３章 理事会の議事
（議長）
第８条 理事会の議長は、定款第 33 条のとおり理事長がこれに当たる。ただし、理事長に
事故があるときは、次の順位により、他の理事がこれに当たる。
順位

２

職名等

第１順位

副理事長

第２順位

専務理事

第３順位

理事のうち最年長者

理事会の会議の目的事項について議長である理事が特別の利害関係を有するときは、そ
の事項の審議について、議長に事故があるときに準じて、他の理事が議長に当たるもの
とする。

（開会及び出席状況の報告）
第９条 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、理事及び監事の出席の状況を理事会
に報告しなければならない。
２

前項の報告は、公社の事務局職員をして行わせることができる。

（議題の審議順序）
第 10 条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、
理事会に理由を述べて、その順序を変更することができる。
２

議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。

３

第 1 項の招集通知に記載する議題の順序は、原則として次の列記の順とする。

(1) 理事長及び専務理事の職務執行状況の報告の議題
(2) 公社の業務報告の議題
(3) 選任、推薦、選定、解職等の人事に関する議案
(4) 定款の変更並びに規則の制定、変更及び廃止に関する議案の決定
(5) 第 18 条に規定する理事会が決議すべき議案（第 3 号の議案を除く。
）
(6) 決議を必要としない報告、協議その他の議題
（専務理事等の報告・説明）
第 11 条 議長は、議題を付議した後、専務理事に対し、当該議題に関する事項の報告又は
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議案の説明を求めるものとする。専務理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に報告又
は説明をさせることができる。
（監事の選任）
第 12 条 理事長は、評議員会に監事の選任に関する議案を提出するにあたっては、監事の
同意を得なければならない。
２

監事は、理事長に対し、監事の選任を評議員会の目的とすること又は監事の選任に関す
る議案を評議員会に提出することを請求することができる。

（定足数）
第 13 条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
（決議の方法及び省略）
第 14 条 理事会の決議は、定款第 34 条のとおり決議について特別の利害関係を有する理事
を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。この場合において可否同数の
ときは、議長の裁決するところによる。
２

前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはで
きない。

３

定款第 35 条のとおり、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合
において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的
記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があっ
たものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

（報告の省略）
第 15 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した
場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
２ 前項の規定は、定款第 25 条第４項の規定による報告には適用しない。
（議事録）
第 16 条 定款第 37 条のとおり理事会の議事については、書面又は電磁的記録をもって作成
し、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録し
て、理事長及び出席した理事２人並びに監事がこれに記名押印しなければならない。
２

前項の議事録は、10 年間公社の主たる事務所に備え置かなければならない。

（議事録の配付）
第 17 条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び理事会当日に配付し
た資料（事前配付した会議資料について口頭での訂正内容も含む。
）を配付して、議事の
経過及びその結果を遅滞無く報告するものとする。
第４章 理事会の権限
（決議事項）
第 18 条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 法令に定める事項
ア 公社の業務執行の決定
イ 理事長の選定及び解職
ウ 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
理事会運営規程
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エ 重要な財産の処分及び譲受け
オ 多額の借入
カ 重要な使用人の選任・解任
キ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
ク 内部管理体制の整備
ケ 理事の取引の承認
コ 事業計画書及び収支予算書等の承認
サ 事業報告及び計算書類等の承認
シ その他法令に定める事項
(2) 定款に定める事項
ア 下記の規程の制定、変更及び廃止
(ア）評議員選定委員会運営規程
(イ）職務権限規程
(ウ）理事会運営規程
(エ）委員会規程
(オ）情報公開規程
(カ）個人情報保護規程
(キ）会計規程
(ク）特定費用準備資金等取扱規程
(ケ）寄附金等取扱規程
(コ）その他必要な事項の規程
イ 評議員選定委員会の外部委員の選任
ウ 評議員候補者の推薦
エ 副理事長、専務理事の選定
オ 定款第 40 条第１項の責任の免除及び同条第２項の責任限定契約の締結
カ 基本財産の指定、維持及び処分
キ 委員会の設置及び委員の選任
ク 第 20 条第２項に規定する事務局の重要な職員の任免
ケ その他定款に定める事項
(3) その他重要な業務執行に関する事項
ア 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
イ 重要な事業その他の争訟の処理
ウ その他理事会が必要と認める事項
２

理事長は、第 1 項の決議事項（法定事項を除く。）であっても、緊急の処理を要するた
め、理事会に付議できないときは、理事会の決議を経ないで、業務を執行することがで
きる。ただし、この場合にあっては、理事長は、次の理事会に付議し、承認を得なけれ
ばならない。

（報告事項）
第 19 条 理事長及び専務理事は、定款第 25 条第４項のとおり３箇月に１回以上、自己の職
務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
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２

監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、
又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき
は、これを理事会に報告しなければならない。

３

理事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）第 84
条に規定する自己又は第三者のためにする公社との間で、次に掲げる取引をしたとき
は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告し、その承認を受けなければなら
ない。

(1) 自己又は第三者のためにする公社の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする公社との取引
(3) 公社がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における公社とその
理事との利益が相反する取引
第５章 事務局
（事務局）
第 20 条 理事会の事務局には、事務局長がこれに当たる。
２

定款第 40 条第３項に規定する理事会の承認を必要とする職員は、事務局長及び事務局
次長とする。
第６章 雑則

（補則）
第 21 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附

則

１

この規程は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。

２

この規程の施行の日の前日までに、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律（平成 18 年法律第 50 号）第 106 条第１項に定める移行の登記以前の財団法人四
万十町地域振興公社が行った決定、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定
によりなされたものとみなす。
附 則（平成 27 年 10 月 22 日理事会議決）

この規程は、平成 27 年 11 月 1 日から施行する。

理事会運営規程
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役員等職務権限規程
公益財団法人四万十公社役員等職務権限規程（平成 24 年規程第３号）
（目的）
第１条 この規程は、公益財団法人四万十公社（以下「公社」という。）の定款第 25 条第３
項の規定により、役員及び管理職が遂行する基本的な職務及び職務権限を定め、その責任
の明確化と業務の効率的執行を図ることを目的とする。
（理事長）
第２条 理事長は、公社の業務を統括し、業務執行の最高責任者として公社を代表する。
２

理事長の職務権限は、次に掲げる事項とし、列記以外の事項については、その権限に属
する事務を専務理事に委任する。

(1)

事業計画の素案の作成に関すること。

(2)

事業計画の重要な変更に関すること。

(3)

収支予算の原案の作成に関すること。

(4)

半期決算及び収支決算に関すること。

(5)

事業報告の原案の作成に関すること。

(6)

評議員選定委員会、評議員会及び理事会その他重要な会議の招集に関すること。

(7)

評議員選定委員会、評議員会及び理事会その他重要な会議に付議すべき事項の原案

の作成に関すること。
(8)

定款、規則、規程等の制定、改廃に係る方針及び原案の作成並びに要綱の作成に関

すること。
(9)

監督官庁に対する重要事項の許可・承認・届出・報告に関すること。

(10) 組織及び権限の委任に関すること。
(11) 人事制度、給与制度に関すること。
(12) 職員の任免、休職、復職、異動等に関すること。
(13) 事務局の重要な職員の任免の原案の作成に関すること。
(14) 職員の昇給、昇格及び昇任に関すること。
(15) 職員の表彰及び懲戒処分に関すること。
(16) 役員の出張及び職員の国外出張に関すること。
(17) 重要な契約の締結に関すること。
(18) 指定管理基本協定書の締結に関すること。
(19) 1 件当たりの金額が３００万円以上の収入及び３００万円以上の支出予算の執行に
関すること。ただし、報酬、給与賃金並びに職員手当、水道光熱費、通信関連費の支
出予算の執行に関することについては、理事長が専務理事にその執行を委任する。
(20) 1 件当たりの金額が５０万円以上の寄附金の受入に関すること。
(21) 重要な財産の取得、賃貸借及び処分に関すること。
(22) 重要な業務の委託又は受託に関すること。
(23) 取引金融機関の決定又は変更に関すること。
(24) 事業資金の借入又は償還に関すること。
(25) 訴訟行為・損害賠償等に関すること。
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(26) 労働契約に関すること。
(27) 登記に関すること。
(28) 前各号に定めるもののほか重要かつ異例と認める事項に関すること。
（副理事長）
第３条 副理事長は、理事長を補佐するとともに、公益財団法人四万十公社会計処理規程
（平成 24 年規程第７号）による出納責任者の職務に当たる。
２

理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、
副理事長が理事会を招集し、理事会の議長の職務に当たる。

（専務理事）
第４条 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行するとともに、
公益財団法人四万十公社会計処理規程による会計責任者の職務に当たる。
２

専務理事の職務権限は、次のとおりとする。

(1)

事業計画の実施方針に関すること。

(2)

職員の研修に関すること。

(3)

職員の福利厚生に関すること。

(4)

職員の県外出張に関すること。

(5)

臨時職員及びパートタイム職員の任免に関すること。

(6)

1 件当たりの金額が３００万円未満の収入及び３００万円未満の支出予算の執行に

関すること。
(7)

1 件当たりの金額が５０万円未満の寄附金の受入に関すること。

(8)

寄附金の執行に関すること。

(9)

交際費の執行に関すること。

(10) 慶弔費の執行に関すること。
(11) 動産の賃貸借に関すること。
(12) 情報公開に関すること。
(13) 個人情報保護に関すること。
(14) 事業継続計画の運営に関すること。
(15) その他前各号に準ずる事項及び理事長の職務権限として列記した以外の事項に関す
ること。
（事務局長）
第５条 事務局長は、理事長若しくは、理事長から委任された事務については専務理事の命
に従い、次の主管事務を専決することができる。
(1)

事業計画の工程表の作成及び進捗管理に関すること。

(2)

事務局の定例会議の運営に関すること。

(3)

職員の労働安全衛生の実施に関すること。

(4)

事業継続計画に基づく訓練、見直し等に関すること。

(5)

施設の防火管理者及び防災訓練に関すること。

(6)

事業所の安全運転管理者及び車両の安全運転管理に関すること。

(7)

職員の休暇及び欠勤の承認に関すること。

(8)

職員の県内出張に関すること。
役員等職務権限規程
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(9)

1 件当たりの金額が 100 万円未満（寄附金を除く。）の収入及び 100 万円未満の支出

予算の執行に関すること。
(10) その他どの課にも属しない事項の処理に関すること。
（事務局次長）
第６条 事務局次長は、事務局長に事故があるとき又は欠けたときに、その職務の執行に係
る職務を代行する。
（課長）
第７条 課長の職務権限は、次のとおりとする。
(1)

課の統括責任者として将来構想を提言し、課の事業計画を立案すること。

(2)

課の統括責任者として事業計画の工程表を作成し、関係する事務事業の進捗管理を

行うこと。
(3) 課の職員に対する業務上の指導及び監督に関すること。
(4)

1 件当たりの金額が５０万円未満（寄附金を除く。）の収入及び５０万円未満の支出

予算の執行に関すること。ただし、３０万円以上の固定資産の購入にあっては総務課長
（総務課長の場合は次長）の合議が必要であること。
２

総務課長の職務権限は、第 1 項のほか、次のとおりとする。

(1) 職員の扶養親族の認定に関すること。
(2) 職員の通勤手当に係る確認、決定及び改定に関すること。
(3) 育児休業、育児短時間勤務及び介護休業に関すること。
（チーフ）
第８条 チーフの職務権限は、次のとおりとする。ただし、課長が不在の場合は所管業務に
関する前条の職務権限を含めるものとする。
(1)

所管業務に関する処理計画の立案及び実施に関すること。

(2)

所属職員に対する業務上の指導及び監督に関すること。

(3)

所属職員の事務分担に関すること。

(4)

その他所掌事務のうち軽易な事務に関すること。

（補則）
第９条 この規程に定めるもののほか、職務権限に関して必要な事項は、理事長が別に定め
る。
附

則

１

この規程は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。

２

平成 24 年 4 月 1 日からこの規程の施行の日の前日までに、一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 50 号）第 106 条第１項に定める移行
の登記以前の財団法人四万十町地域振興公社が行った決定、手続きその他の行為は、それ
ぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、財団法人四万十町地域振興公社事
務処理規程は、平成 24 年 3 月 31 日をもって廃止する。
附

則（平成 25 年 2 月 26 日理事会議決）

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
附
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則（平成 26 年 10 月 22 日理会議決）
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この規程は、平成 26 年 10 月 22 日から施行する。
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事務局組織規程
公益財団法人四万十公社事務局組織規程（平成 24 年規程第４号）
（目的）
第１条 この規程は、公益財団法人四万十公社（以下「公社」という。）の定款第 40 条の規
定に基づき、公社の事務局の組織について必要な事項を定め、事務局の健全な運営を図る
ことを目的とする。
（事務局の組織）
第２条 公社の事務局に、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) コンテンツ制作課
(3) メディア技術課
２

課に課長、チーフ及び担当を置くことができる。

３

課の名称及び分掌事務は、別表に定めるとおりとする。

（職制）
第３条 事務局に事務局長、事務局次長、課長、チーフ及び担当を置く。
（事務局長）
第４条 事務局長は、事務局の事務を統括する。
２

事務局長の任免は、理事会の承認により理事長が行う。

（事務局次長等）
第５条 事務局次長は、事務局長を補佐し、課長は、課の最高管理者として、それぞれの課
の所掌事務を処理する。
２

チーフは、課長を補佐し、課の所掌事務を整理し、課長に事故あるとき又は課長が欠け
たときは、その職務を代行する。

３

担当は、チーフの命を受けて、それぞれの担当部署の所掌事務を整理する。

（補則）
第６条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織に関し必要な事項は、理事長が別に定
める。
附

則

１

この規程は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。

２

この規程の施行の日の前日までに、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律（平成 18 年法律第 50 号）第 106 条第１項に定める移行の登記以前の財団法人四万
十町地域振興公社が行った決定、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定に
よりなされたものとみなす。
附 則（平成 25 年 3 月 26 日理事会議決）
この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
附 則（平成 26 年 3 月 27 日理事長命令第 9 号）
この規程は、平成 26 年４月１日から施行する。
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別表（第 2 条関係）
課

総
務
課
（
法
人
管
理
・
収
益
事
業
）

担当
総務

分掌事務
１．評議員選定委員会、評議員会及び理事会の管理運営に関する
こと。
２．定款、規則、規程その他諸規範（指定管理者基本協定を含む
。）の制定及び改廃に関すること。
３．事業計画及び事業報告に関すること。
４．儀式、栄典及び表彰に関すること。
５．交際、渉外及び秘書に関すること。
６．法制及びその運用に関すること。
７．公印の保管に関すること。
８．職員の人事、研修及び福利厚生に関すること。
９．報酬、給与及び旅費に関すること。
10．事務局の組織に関すること。
11．文書（顧客情報に関する文書を除く。）の収受、作成、整理
、補完、保存、移管及び廃棄並びに発送に関すること。
12．情報公開（広報誌の発行・公社ＨＰの運用を含む。）に関す
ること。
13．個人情報保護に関すること。
14．事業継続計画の策定・運用に関すること。
15．前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の課の所
掌に属しないこと。

経理

１．収支予算及び収支決算に関すること。
２．収入及び支出に関すること。
３．公益法人会計基準の運用及び監査に関すること。
４．出納責任者による月例内部監査に関すること。
５．資金計画の策定及び資金の調達に関すること。
６．契約（指定管理者の基本協定を除く。）に関すること。
７．現金、預金、有価証券及び物品の出納に関すること。
８．税務、財産管理、備品管理及び資金運用に関すること。
９．四万十町等からの補助・受託事業に関すること。
10．その他財務運営に関すること。

会館

１．窪川四万十会館の管理運営に関すること。
２．文化・芸術等の自主事業の企画・運営に関すること。
３．その他収益事業に関すること。

公園

１．四万十緑林公園の管理運営に関すること。
２．野外活動、世代間交流等の生涯学習自主事業の企画・運営に
関すること。
３．駐車場の管理運営に関すること。

特定労働者派

１．特定労働者派遣事業所に関すること。
事務局組織規程
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遣

２．事業所への派遣に関すること。

公共セクター

１． 町のアウトソーシングに係る受託事業に関すること。
２． ＮＰＯ等の非営利団体との連携・支援に関すること。
３．地域資源の起業化支援に関すること。

コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
課

放送制作

１．自主放送（データ放送及びパブリックアクセス番組を含む。
）の制作・編集・送信・保存・活用に関すること。
２．行政放送（文字放送及び議会中継含む。）に関すること。
３．川・海模様チャンネルに関すること。
４．番組審議会、番組モニター等の広聴に関すること。
５．住民ディレクターの育成支援に関すること。
６．地域特派員の育成支援に関すること。
７．スタジオ放送機器材の保守管理に関すること。
８．災害報道、選挙報道に関すること。
９.ケーブルテレビ局の放送番組の交流及びケーブルテレビ局間の
相互連携に関すること。

地域情報セン

１．地域情報の保存・活用に関すること。

ター

２．しまんとポータルサイトの運営に関すること。
３．寄附金を運用する事業に関すること
４．映像コンテンツ大会の運営に関すること。
５． その他地域情報化の支援に関すること。

メ
デ
ィ
ア
技
術
課

経営企画

１．通信サービス利用者の相談・技術支援・加入促進等方針策定
に関すること。
２．
サーバー室、サブセンター及び中継局等の通信機器の将来対応
に関すること。
３．公衆無線ＬＡＮの設置等の将来計画の策定に関すること。
４．情報セキュリティーポリシーの策定に関すること。
５．再放送（有料番組含む。）に関すること。
６．（社）日本ケーブルテレビ連盟、同連盟四国支部の活動に関
すること。

通信・伝送路

１．通信サービス利用者の相談・技術支援・加入促進等に関する
こと。
２．サーバー室、サブセンター及び中継局等の通信機器の管理運
用に関すること。
３．伝送路、引込線及びＯＮＵの支障移転に関すること。
４．伝送路の保守管理に関すること。
５．障害対応の記録に関すること。
６．無線Ｗｉ-Ｆｉの設置促進及び管理運用に関すること。

顧客管理

１．受付に関すること。
２．ＦＴＴＨコントローラーの管理運用に関すること。

-36-

事務局組織規程

３．お客さまの申込書等の文書の収受並びに個人情報（顧客情報
）の管理に関すること。
４．顧客月報の作成・報告に関すること。

事務局組織規程
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事務処理規程
公益財団法人四万十公社事務処理規程（平成 24 年規程第５号）
（目的）
第１条

この規程は、公益財団法人四万十公社（以下「公社」という。）の事務処理につい

て、必要な事項を定めることを目的とする。
（決裁）
第２条 公社の事務は、すべて理事長の決裁によって処理する。
２ 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。
（委任）
第３条 理事長は、公益財団法人四万十公社役員等職務権限規程（平成 24 年規程第３号）に
より、その権限に属する事務を委任若しくは専決することができる。
（事務の代行）
第４条 理事長に事故又は欠員のあるときは、定款第 25 条第３項に定めるほか、特に重要な
事項については、理事長の事故又は欠員のやむのをまたなければならない。
２

専務理事に事故又は欠員のあるときは、上席の管理職若しくはあらかじめ理事長が命ず
る上席の職員がその事務を代行する。

３

前２項により事務を代行し、後閲を必要と認めるものは「後閲」の印を押し、後日理事
長又は専務理事の閲覧に供しなければならない。

（文書の収受及び配布）
第５条 到達した文書（電報を含む。）及び物品は、次の各号により収受及び配布する。
(1) 「親展」又は「秘」の表示のない封書は、開封のうえ余白に収受の受付印（別図第１
号）を押印し、文書件名簿（様式第１号）に登載したのち、事務局長、事務局次長及び課
長の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な定例文書又は処理経過を必要としな
い文書は、文書収受発送簿の登載を省略することができる。
(2) 「親展」又は「秘」の表示のある封書は、封緘のままで宛名の者に配布する。
(3) 電報は訳文を附して、事務局長、事務局次長及び課長の閲覧を経て担当者（宛名）に
配布する。
(4) 書留文書及び現金、金券又はこれに類するものを添付した文書は、その文書の余白（文
書の内容に応じ、その封皮）に「書留」又は「金品添付」若しくはその両方の印を押し、
かつ、その内容を記し事務局長、事務局次長及び課長の閲覧を経て担当者（宛名）に配布
する。
（文書の作成と配布）
第６条 公社の職員は、公社における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに公社の事務及
び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微
な場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
(1) 定款の変更並びに規則等の制定又は改廃及びその経緯
(2) 前号に定めるもののほか、評議員選定委員会、評議員会、理事会、理事長定例会議等
の決定又は了解及びその経緯
(3) 個人又は法人その他の団体の権利義務の得喪及びその経緯
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(4) 職員の人事に関する事項
２

公社の職員は、作成する文書が町民共有の知的資源と位置付けて記録し、公開の原則を
確保できるよう整理しなければならない。この場合における作成された文書は、公社の意
思決定に至る過程として職務権限に応じた決裁を踏まえるとともに、職員だれもが速やか
に検索できるよう情報共有を図らなければならない。

３

事務局長、事務局次長及び課長は、文書の配布を受けたときは直ちに次の各号により処
理する。

(1) 重要な文書は指示した職員に処理させることができる。
(2) 前号以外の文書は担当者に配布し、必要あるときは処理方法を指示する。
４

職員は、配布を受けた文書を必要に応じてＰＤＦ化し最適な名称を付してファイルサー
バーに保存し、関係職員の供覧を行う。

（即日処理）
第７条 文書は即日処理する。ただし、期限の定めのあるもの又は特別の理由があって即日
処理できないものは、事由を記し事務局長、事務局次長及び課長の承諾を受けなければな
らない。
（口頭、電話による事務の処理）
第８条 口頭又は電話で受理した事件は、その内容を様式第４号（受付処理簿）に記録して
即日処理する。ただし、軽易な事件でその必要を認めないもの及び即日処理できないもの
は、この限りでない。
（文書の記号及び番号）
第９条 文書には、文書の記号及び番号をつけなければならない。ただし、軽易な文書又は
公社限りの文書については、「事務連絡」として処理することができる。
２ 文書の記号は、年度を示す数字に、「公社」及び課を表示する文字(公社総務にあっては
「総務」を、ケーブルネットワークにあっては「ＴＶ」を、窪川四万十会館・緑林公園にあ
っては「会館」を、地域情報センターにあっては「情報」など。) を加えたものとする。
３ 文書の番号は、文書件名簿（様式第１号）により、４月１日から翌年３月末日までに一
連番号とする。ただし、同一事件に属する往復文書は、その事件が完結するまで同一の
番号を用いなければならない。
（回議）
第 10 条 事務処理の起案は、回議書（様式第２号）を用い起案しなければならない。
２

起案に際しては、上司が事案の内容について十分に検討できる時日の余裕をおいて行わ
なければならない。

（起案文の作成）
第 11 条 起案文は、次の各号に掲げる事項に留意して作成しなければならない。
(1) 簡潔な標題をつけ、その末尾に「伺」、「照会」、「回答」、「通知」等、その文書の
性質を表すことばをかっこ書きすること。
(2) 受け取る側にたって、わかりやすい文書、文体、用字、用語を用いること。
(3) 趣旨が一読して判断できるよう要約して簡潔に表現し、長文のもの及び内容の複雑な
ものについては、目的及び種類に応じ項目を設けて表現すること。
(4) 字句を訂正し、又は添削したときは、その箇所に訂正者が認印を押し、経過を明らか
事務処理規程
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にすること。
（起案書の整備）
第 12 条 起案文書にはその経過をわかりやすくするため、法規、通知等の関係書類及び参考
資料を添付しなければならない。ただし、事案が定例又は軽易なものについては、これを
省略することができる。
（文書の浄書及び発送）
第 13 条 文書（電子文書を含む。）の浄書及び校正は、次の各号によってするものとする。
(1) 文書の文字は明瞭に正確に記載する。
(2) 文書には職印を押印する。ただし、印刷に附した文書は印章の押印を省略することが
できる。
(3) 公社の意思を公表するメールについては、口頭で上司の指示を得てからカーボンコピ
ー（必要に応じてブラインドカーボンコピー）の名宛としその内容を送信する。
(4) 電子文書は、その原本性を確保できるようＰＤＦ化するなど工夫し、電子文書の検索
が容易となるようファイル名称を付すること。
(5) 文書の内容は、読みやすい簡易な文章とし、図表や絵コンテ等を用いて理解しやすい
表現となるよう工夫を加えること。
（文書管理の方式）
第 14 条 文書管理の方式は、文書管理の国際標準規格である行政文書管理改善機構のＡＫＦ
方式とする。
２

文書は、ファイル基準表により発生から廃棄まで記録する。

３

文書管理の細目は、理事長が別に定める。

（文書の保存期間）
第 15 条 文書の保存期間は、次の各号のとおりとする。
(1) 第１種 ３０年保存
(2) 第２種 １０年保存
(3) 第３種 ５年保存
(4) 第４種 １年保存
（第１種に属するもの）
第 16 条 第１種に属するものは、次の各号のとおりとする。
(1) 定款、規則、規程その他例規に関する書類
(2) 設立認可及び登記に関する書類
(3) 高知県その他行政庁の許可、認可及び承認に関する書類（前２号に掲げるものを除く）
(4) 理事、評議員及び職員の任免、賞罰に関する書類
(5) 評議員選定委員会、理事会及び評議員会の議事録
(6) 表彰に関する書類
(7) 財産、会計に関する重要な書類
(8) 重要な契約書
(9) 事業計画及び収支予算書並びに事業報告書及び収支決算書、正味財産増減決算書、貸
借対照表及び財産目録
(10) その他重要にして 30 年保存の必要があると認められる書類
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（第２種に属するもの）
第 17 条 第２種に属するものは、次の各号のとおりとする。
(1) 会計帳簿、関係調書、諸表並びに証票書類
(2) 預金通帳及び振替預金受払通知書
(3) 監事の職務執行に関する書類
(4) 重要な統計書類
(5) その他 10 年間保存の必要があると認められる書類
（第３種に属するもの）
第 18 条 第３種に属するものは、次の各号のとおりとする。
(1) 国、高知県及び四万十町との往復文書
(2) 諸通達及び報告書並びに届出書類
(3) その他５年間保存の必要があると認められる書類
（第４種に属するもの）
第 19 条 第４種に属するものは、次の各号のとおりとする。
(1) 一時限りの軽易な通牒その他往復文書
（保存期間の満了文書）
第 20 条

保存期間が満了した文書は、事務局長の決裁を受けてこれを廃棄することができ

る。この場合において、事務局長は必要に応じて保存年限を延長することができる。
２

廃棄の決定に先立って、歴史的文書として価値があるかを評価選別し、必要に応じて四
万十町の公文書管理所管課への照会を経て、移管しなければならない。

（重要文書の保管）
第 21 条 重要な文書は、紛失、盗難、火災等の予防を完全にしておくとともに、災害時に際
しては、いつでも持ち出すことができるよう準備し、保管庫等には「非常持出」の表示を
しておかなければならない。
（公用文の書き方）
第 22 条 公用文は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。
(1) 他の官公庁において様式を縦書きに定めているもの。
(2) 法令その他で縦書きと定められているもの。
(3) 前２号に掲げるもののほか、特に事務局長、事務局次長及び課長が縦書きを適当と認
めるもの。
２

電子文書のファイル名称は、職員の共有化が図れるよう統一した取扱い検索可能なもの
とすること。

(1) 年号年度を示す半角数字のあとにファイル検索が可能となるようなキーワードを付す。
(2) 文書の履歴（最新性）が確認できるよう、年月日（半角数字の例えば「120401」）を付
す。
(3) ファイル名称でコード順に並び替えれるよう、文字の表記に工夫をすること。
（文体）
第 23 条 文体は、原則として「ます」体を用いる。
（用字及び用語）
第 24 条 用字及び用語は、努めて易しいものを用いる。
事務処理規程
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２

文字は、原則として漢字と平仮名を用いる。ただし、外国の地名、人名及び外来語等は、
片仮名を用いる。

３

漢字、仮名遣い及び送り仮名は、次に掲げるとおりとする。ただし、人名及び地名等は、
これによらないことができる。

(1) 常用漢字表（昭和 56 年内閣告示第１号）
(2) 現代仮名遣い（昭和 61 年内閣告示第１号）
(3) 送り仮名の付け方（昭和 48 年内閣告示第２号）
(4) 公用文における漢字使用等について（昭和 56 年事務次官等会議申合せ）
(5) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱い方針について（昭和 56 年
内閣閣第 150 号・庁文国第 19 号）
(6) 法令における漢字使用等について（昭和 56 年内閣法制局総発第 141 号）
(7) 公用文作成の要領（昭和 27 年内閣閣甲第 16 号）
（数字）
第 25 条 数字は、漢数字（一、二、三、…）及びアラビア数字（１、２、３、…）を使用す
る。
２

左横書きのときは、次に掲げるような場合を除き、アラビア数字を用いる。

(1) 固有名詞 （例）四国、九州、二重橋
(2) 漢語の要素になっている漢数字 （例）千客万来、五里霧中、四分五裂
(3) 概数を示す語
(4)

（例）二、三人、数十人、四、五日

数量的な意味の薄い語（慣習的な語を含む。）

（例）一般、一部分、一括、一同、

一例、一覧表、四捨五入、三役、二言目、六大都市、一月（ひとつき）
(5) 万以上の単位として用いる場合 （例）120 万、1,200 億円
(6) 数を数える「つ」を含む名詞
３

（例）一つ、二つ、三つ

左横書きのときの数字のけたの区切り方は、３けたごとに「,」（コンマ）を用いる。た
だし、年号、文書番号及び電話番号等特例なものには、区切りを付けない。

４

左横書きのときの小数及び分数の書き方は、次の例による。

(1) 小数 0.123
(2) 分数

１
又２分の１（例規文では「２分の１」とする。）
２

(3) 帯分数

１
２

１

５

縦書きのときは、漢数字を用いる。

６

縦書きのときは、会計慣行等により特に必要とされる場合を除き、壱、弐、参及び拾等
の字は、用いない。

７

縦書きのときの数字の区切り方は、「、」（点）を用い、単位以下の端数があるときは、
「・」（中点）を用いる。

８

縦書きのときの分数及び倍数の書き方は、次の例による。

(1) 分数 二分の一
(2) 倍数 二倍
（句読点及び符号等）
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第 26 条 文書には、句点（。）、読点（、）、を付け、必要に応じて中点（・）、丸括弧（（））、
かぎ括弧（「」）等を用い、理解しやすく、読みやすくする。
２

ピリオド（.）は、単位を示す場合及び省略符号とする場合に用い、次の例による。

(1) 単位を示す場合 0.12
(2) 省略符号とする場合
３

昭和 49.４.１

波型（～）は、「○○から○○まで」を示す場合に用い、次の例による。

(1) （例）第１号～第３号、東京～徳島
４

繰り返し符号の「々」は漢字１字の繰り返しの場合に、「〃」は表等で記載事項が同一で
あることを示す場合に用いる。

（用紙の用い方）
第 27 条 用紙は、原則として日本標準規格によるＡ４判を縦長にして用いる。ただし、それ
により難いときは、Ａ４判を横長に用い、又はＡ３判若しくはＡ５判を用いる。
（公用文の書式）
第 28 条 公用文の書式は、様式第３号の例による。
（委 任）
第 29 条 この規程で定めるもののほか、その他必要な事項は理事長が定める。
附 則
１

この規程は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。

２

平成 24 年 4 月 1 日からこの規程の施行の日の前日までに、一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 50 号）第 106 条第１項に定める移行
の登記以前の財団法人四万十町地域振興公社が行った決定、手続きその他の行為は、それ
ぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、財団法人四万十町地域振興公社事
務処理規程は、平成 24 年 3 月 31 日をもって廃止する。
附 則（平成 26 年 3 月 27 日理事長命令第 9 号）
この規程は、平成 26 年４月１日から施行する。

様式第１号（文書件名簿）
文書番号
月日

件名
発信

発信者又はあて名

備考

受信
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様式第２号（回議書）
回議書
決裁区分

分類番号

○理事長 ○専務理事

・

・

○事務局長 ○チーフ

理
事
長

専
務
理
事

事
務
局
長

課
長

保存年数

開示区分

○ 30 年 ○ 10 年

○ 開 示

○ ５年 ○ １年

○ 非開示理由（

課

チ
ー
フ

○ 部分開示

意

）

見 欄

チーフ
（

）

合
発信番号

２４公社会館第

起案年月日

平成２４・

・

決裁年月日

平成２４・

・

起

職 名

氏

号
担当
議

（

名

）

担当

案

（

）

㊞

者
理事長
指
示

専務理事
事務局長

下記について

○

照 会 ○ 回 答

○

報 告 ○ 申 請

次のように

○

通 知 ○ 依 頼

●

決 定 ○ 提出

宛

名

件

名

してよろしいか

発信者名

※起案者は、件名の回議に至る経過、決定する根拠規定、決定の選択肢及びその決定による効
果・影響度等を簡便に記載し、詳細は資料として添付すること。
※起案者は、回議書に関する上司及び決裁権者が、意思決定できるよう必要に応じて口頭での
説明を行うこと。
※決裁者並びに上司は、指示・意見を赤字で記載し、決裁の経過を明らかに記録すること。
※起案者は、回議書の意思決定の過程を記録にとどめるため、浄書の段階で差し替え等を行わ
ないこと。
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様式第３号（公用文）
（一般文）
××××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○××××
××××○○○○○○○○○○○○○○○○××××××××××××××××××
×あて名○○×○○ 様
（年度）公社会館第○号×
平成○○年○○月○○日×
公益財団法人四万十公社×
発信者名×○○×○○×
（職 名×氏

名）×

×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○。
×○○○○○○○○。
×なお、○○○○○○○○○。
記
１×○○○○○○○○○。
２×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×○○○○○。
【問合せ先】
四万十会館
22-4777
備考
１

標題は、用紙の１行目に４文字（末尾も４文字）あけて書き出す。１行で書き切れない
ときは書き出しを１行目にそろえ行を改める。この場合、終わりは４字分をあける。ただ
し標題の文字数が少ない場合は、中央揃えや均等割り付けも可能とする

２

あて名は、表題の下に、１行をおいて左から１字分をあけて書き出す。

３

文書番号、年月日及び発信者氏名は、あて名の次に書き、終わりは１字分をあける。公
印は末尾の字にかけて押し、押したあと１字分あくようにする。

４

本文は、発信者氏名の下に、１行をおき、１字分あけて書き出す。

５

契印は、用紙の中央に押す。

６

文書の標準的な余白は、左右上下とも 25ｍｍとする。

７

議案書、説明文書等の編綴を要する文書については、ヘッダーの中央にページ番号を、
ヘッダーの偶数ページの左側及び奇数ページの右側に会議等の名称を付すこと。

事務処理規程
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■会計
会計処理規程
公益財団法人四万十公社会計処理規程（平成 24 年規程第７号）
第１章 総 則
（目的）
第１条 この規程は、公益財団法人四万十公社（以下「公社」という）における会計処理に関
する基本を定めたものであり、収入及び支出の状況並びに財政状態について、それぞれの
内容を正確かつ迅速に把握し、公社の事業活動の円滑な運営を図ることを目的とする。
（会計の原則）
第２条

公社の会計は、法令、定款及び本規程の定めによるほか、公益法人会計基準（平成

20 年 4 月 11 日内閣府公益認定等委員会決定）に準拠して処理されなければならない。
２

会計処理の透明性と正確な処理を行うため、外部の会計事務所に決算処理及び税務処理
等を委託するものとする。

3 顧問会計事務所は、公社の会計処理等につき、意見・助言・提案を行い正確かつ適正な処
理の支援と情報提供をおこなう。
（会計年度）
第３条 公社の会計年度は、定款第７条に定める事業年度により、毎年 4 月 1 日から翌年 3
月 31 日までとする。
（会計責任者）
第４条 理事長は、公社の財務及び会計に関する業務を総理する。
２

理事長は、会計責任者として専務理事(以下「会計責任者」という。)にその任を命ずる
ことができる。

（会計書類の公告）
第５条

定時評議員会の承認後、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の財務諸表

は速やかに公告するとともに、事務所内に５年間据え置き、閲覧に供するものとする。
（会計書類の保存・処分）
第６条 経理に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のとおりとする。
(1) 30 年

貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、予算及び決算書等の付属明細書、
総勘定元帳

(2) 10 年 補助帳簿及び会計伝票、証ひょう書類
(3) ５年 その他の会計関係書類
２

前項の保存期間は、決算に関する定時評議員会終結の日から起算するものとする。

３

帳簿等を焼却その他の処分に付する場合は、事前に会計責任者の指示又は承認を受けて
行うものとする。
第２章 勘定科目及び帳簿

（勘定処理の原則）
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第７条 会計処理を行うに当たっては、特に次の原則に留意しなければならない。
(1) すべての収入及び支出は予算に基づいて処理しなければならない。
(2) 収入科目と支出科目とは直接相殺してはならない。
(3) その他一般に公正妥当と認められた会計処理の基準に準拠して行う。
（会計帳簿）

第８条 会計帳簿は次のとおりとする。
(1) 主要簿
総勘定元帳
(2) 補助簿
補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並びに総勘定元帳と
有機的関連の元に作成しなければならない。
第３章 収支予算
（収支予算の目的）
第９条

収支予算は、公社の理念及び中長期事業目標に基づく各会計年度の事業活動を、明

確な計数をもって表示し、当該事業年度の到達目標、責任の範囲を明らかにし、かつ、収
支予算を実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
（事業計画書及び収支予算書の作成）
第 10 条 事業計画書及び収支予算書は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、理事会の承認
を得て確定する。
２

理事長は、事業計画の策定に先立って、その骨格を理事会に報告しなければならない。

３

正味財産増減計算書内訳表の事業名称は次のとおりとする。ただし、必要に応じて事業
の細目を設けることができる。

（１） 公益目的事業会計
ア ケーブル事業
（２） 収益事業等会計
ア 会館・公園事業
イ 公共セクター事業
（３） 法人会計
４

法人会計の管理費は、ケーブル事業会計におけるケーブル利用料の８％以内を上限とし、
その額は公益目的事業会計及び収益事業会計のそれぞれの事業の経常収益額に応じて配賦
する。

（収支予算の執行者）
第 11 条 収支予算の執行者は理事長とする。
２

各事業担当理事は、所管事項に関する収支予算の執行について、理事長に対して責任を
負うものとする。

（収支予算の流用）
第 12 条 予算の執行にあたり、勘定科目間において相互に流用してはならない。ただし、理
事長が予算の執行上必要があると認めたときは、収支予算の補正の措置後に執行すること
ができる。
会計処理規程
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（収支予算の補正）
第 13 条 理事長は、やむを得ない理由により、収支予算の補正を必要とするときは、事業計
画を逸脱しない範囲において補正予算を編成しなければならない。この場合において、次
の理事会に報告しなければならない。
（暫定予算）
第 14 条

予算編成がやむを得ない理由により遅延したときは、予想される一定期間につい

て、理事会の決議を経て前年度の予算の範囲で暫定予算として執行する。
２

暫定予算は、速やかに本予算に組入れを要する。
第４章 金銭

（金銭の範囲）
第 15 条 この規程において金銭とは、現金、預金及び郵便振替貯金をいう。
２ 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替貯金払出証書及び官公署の支払通知書をい
う。
（出納責任者）
第 16 条 金銭の出納、保管については、その責に任じるため出納責任者（副理事長）を置か
なければならない。
２

出納責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、出納事務担当者を置くこと
ができる。

（金融機関との取引及び公印管理）
第 17 条

金融機関との預金取引やその開始又は廃止は理事長の承認を得て会計責任者が行

う。
２

金融機関との取引は法人名義をもって行う。

３

金融機関との取引に使用する印鑑は、公益財団法人四万十公社印章管理規程別表１の保
管押印責任者が保管・使用する。

（金銭の出納・収納・保管）
第 18 条 金銭の出納は、会計責任者の承認に基づいて行われなければならない。
第 19 条 金銭を収納したときは、別に定める様式の領収証を発行しなければならない。
２

領収証は出納責任者が発行する。ただし、やむを得ない場合は、出納責任者以外のもの
が会計責任者の承認を経て領収証を発行することができる。

３

事前に領収証を発行する必要のあるときは、会計責任者の承認を得て行うものとする。

第 20 条 収納した金銭は、日々金融機関に預け入れ、支出に充ててはならない。
（支払手続）
第 21 条 出納事務担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書、その他取引を
証する書類に基づいて、出納責任者の承認を得て行うものとする。ただし、やむを得ない
場合は、出納事務担当者が代決し、速やかに出納責任者の事後承認を得なければならない。
２

支払いについては、最終受取人の署名のある領収証を受取らなければならない。ただし、
所定の領収証を受取ることができない場合は、別に定める支払証明書をもってこれに代え
ることができる。

３

銀行口座振込の場合は、振込依頼銀行の振込通知書等をもってこれに代えることができ
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る。
（支払方法）
第 22 条 支払は、原則として銀行・郵便口座振込又は郵便振込によるものとする。ただし、
その他必要がある場合は、現金をもっておこなうことができる。
（手許現金）
第 23 条 出納責任者は、日々の現金支払いに充てるため、手許現金をおくことができる。
２

手許現金の額は、通常の所要額を勘案して、10 万円以下にとどめるものとする。

（前払金及び概算払）
第 24 条 経費の性質上又は業務運営上必要がある場合は、理事長が定める経費について前払
金及び概算払いをすることができる。
（残高の照合）
第 25 条 手許現金は、毎日及び毎月末の現金出納終了後、その残高と帳簿残高とを照合しな
ければならない。
２

預貯金については、毎月 1 回、預貯金の残高の証明できる書類によりその残高を帳簿残
高と照合し、差額がある場合は預貯金残高調整表を作成して出納責任者に報告しなければ
ならない。
第５章 固定資産

（固定資産の範囲）
第 26 条 この規程において、固定資産とは次のものとする。
(1) 敷金・保証金（事務所等を賃借する場合の敷金・保証金）
(2) その他の固定資産に掲記した有形固定資産は、耐用年数が 1 年以上で、かつ、取得価
額が 300,000 円以上の使用目的の資産をいう。
（固定資産の取得価額）
第 27 条 固定資産の取得価額は、次の各号による。
(1) 購入により取得した資産は、公正な取引に基づく購入時価にその付帯費用を加えた額
(2) 寄与により取得した資産は、その資産の取得時の公正な評価額
（固定資産の購入）
第 28 条 固定資産の購入は、企画書に見積書を添付して、事前に起案者から会計責任者に提
出しなければならない。
２

前項の企画書については、理事会の承認及び理事長の決裁を受けなければならない。た
だし、500,000 円未満の備品等の購入については、上記の手続きを省略して会計責任者に
委任するものとする。

（固定資産の管理）
第 29 条 固定資産は、台帳を設けて、資産の保全状況及び移動について所要の記録を行い、
管理しなければならない。
２

町が所有する四万十町ケーブルネットワークリプレース機器の取替修繕に係る固定資産
及び固定資産の範囲に含まれない 10 万円以上の有形固定資産についても、第１項を準用し
管理する。

（減価償却）
会計処理規程
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第 30 条 固定資産の減価償却については、毎会計年度末に定額法及び定率法によりこれを行
う。
２

定額法により毎会計年度末に行われた減価償却額は、直接法により処理するものとする。

（現物の照合）
第 31 条 固定資産管理は、常に良好な状態において管理し、各会計年度 1 回以上は、固定資
産台帳と現物を照合し、差異がある場合は、所定の手続きを経て帳簿の整備を行わなけれ
ばならない。
第６章 決算
（決算の種類）
第 32 条 決算は、毎月末の月次決算と毎年 3 月末の年度末決算に区分して行う。
（月次正味財産増減計算書）
第 33 条 毎月末に会計記録を整理し、月次正味財産増減計算書を作成して、理事長に報告し
なければならない。
（年度末収支決算書）
第 34 条 年度決算においては、当該年度末における資産・負債の残高並びに当該期間におけ
る損益に関し真正な数値を把握するための各帳簿の締切を行い、資産の評価、債権・債務
の整理、その他決算整理を的確に行うものとする。
（財務諸表及び決算報告書）
第 35 条 理事長は、前条の決算に必要な手続を行い、次に掲げる計算書類を作成しなければ
ならない。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書（正味財産増減計算書）
(3) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
(4) 財産目録
(5) その他必要な書類
２

理事長は、前項の書類作成にあたり、公益法人会計基準に準拠して、正確に処理を行う
ため、顧問会計事務所にその業務及び税務等を委託するものとする。

（計算書類の確定）
第 36 条 理事長は、前条の計算書類について、監事の監査を受けた後、監事の意見書を添え、
理事会及び評議員会の承認を得て確定する。
（改廃）
第 37 条 この規程に定めるもののほか、会計に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
１

この規程は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。

２

この規程の施行の日の前日までに、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律（平成 18 年法律第 50 号）第 106 条第１項に定める移行の登記以前の財団法人四万
十町地域振興公社が行った決定、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定に
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よりなされたものとみなす。
附 則（平成 25 年 3 月 26 日理事会議決）
この規程は、理事会の議決の日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。
附 則（平成 27 年 10 月 22 日理事会議決）
この規程は、平成 27 年 11 月 1 日から施行する。
附 則（平成 28 年 3 月 25 日理事会議決）
（平成 28 年 4 月※日高知県公益認定等 審議会認定）
この規程は、高知県公益認定等審議会の認定の日から施行し、平成 28 年 4 月 1 日から適
用する。

会計処理規程
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寄附金等取扱規程
公益財団法人四万十公社寄附金等取扱規程（平成 24 年規程第 18 号）
【ｈ24.12 新規制定】
（目的）
第１条

この規程は、公益財団法人四万十公社（以下｢公社」という。）が受領する寄附金等

に関し、必要な事項を定めるものとする。
（定義等）
第２条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。
（１）一般寄附金

広く一般社会に、使途を特定せずに常時募金活動を行うことにより受

領する寄附金及び金銭以外の物品等の財産権
（２）特別寄附金

寄附者が寄附の申込みにあたり、あらかじめ使途を特定する寄附金及

び金銭以外の物品等の財産権
（３）特定寄附金

広く一般社会に、使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより

受領する寄附金
（一般寄附金の募集）
第３条 公社は、常時一般寄附金を募ることができる。
２

一般寄附金は、寄附金総額の 50％以上を定款第４条の公益目的事業に使用することとし
て募集しなければならない。

（特定寄附金の募集）
第４条 特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規
定する資金使途及びその他必要な事項を説明した書面(以下「募金目論見書」という。)を
理事会に提出し、承認を求めなければならない。
２

特定寄附金は、適正な募集経費を控除した残額の総額を、定款第４条の公益目的事業の
全部又は一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合、適正な
募集経費は募集総額の 30％以下でなければならない。

（募金目論見書の交付等）
第５条

特定寄附金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなけれ

ばならない。
２

前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄附
した者へは事後に交付することができる。

（受領書等の送付）
第６条

一般寄附金、特別寄附金又は特定寄附金を受領したときは、遅滞なく礼状、受領書

及び第４条第１項による募金目論見書を寄附者に送付するものとする。
２

前項の受領書には、公社の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその
受領年月日を記載するものとする。

（募金に係る結果の報告）
第７条
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公社は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定その他必要な

事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に
代えることができる。
２

公社は、特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支決算書及び
当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホー
ムページ上の公開に代えることができる。

（特別寄附金）
第８条 公社は、個人又は法人その他の団体から特別寄附金を受領することができる。
２

前項の寄附金について寄附者から資金使途及び寄附金の管理運用方法について条件が付
されているときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。

３

寄附金が下記各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞
退しなければならない。

（１）国、地方公共団体、公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律第５条第 17 号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を
受ける場合
（２）寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
（３）寄附金の受け入れに起因して、公社が著しく資金負担が生ずる場合
（４）前３号に掲げる場合のほか、公社の業務の遂行上支障があると認められるもの及び
公社が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合
（情報公開）
第９条

公社が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律施行規則第 22 条第５項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の
措置を講じるものとする。
（個人情報保護）
第 10 条 寄附者に関する個人情報については、別に定める公益財団法人四万十公社個人情報
保護規程（平成 24 年規程第 9 号）に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものと
する。
（補足）
第 11 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附

則（平成 24 年 12 月 26 日理事会議決）

この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。

寄附金等取扱規程
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特定費用準備資金等取扱規程
公益財団法人四万十公社特定費用準備資金等取扱規程（平成 28 年規程第 20 号）
（目 的）
第１条 この規程は、公益財団法人四万十公社（以下「公社」という。）特定費用準備資金
及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いに関し必要な事
項を定めることを目的とする。
（定 義）
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところに
よる。
（１）特定費用準備資金とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行
規則(以下「認定法施行規則」という。)第 18 条第 1 項本文に定める将来の特定の活
動の実施のために特別に支出する費用（事業費又は管理費として計上されることとな
るものに限る。
）に係る支出に充てるための資金をいう。
（２）特定資産取得・改良資金とは、認定法施行規則第 22 条第 3 項第 3 号に定める特定
の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金をいう。
（３）特定費用準備資金等とは、上記（１）及び（２）を総称する。
（原 則）
第３条 この規程による取扱いについては、認定法施行規則に則り行うものとする。

第２章 特定費用準備資金
（特定費用準備資金の保有）
第４条 公社は、特定費用準備資金を保有することができる。
（特定費用準備資金の保有に係る理事会承認手続き）
第５条 公社が、前条の特定費用準備資金を保有しようとするときは、理事長は事業ごと
に、その資金の科目名、将来の特定の活動の名称、内容、計画期間（事業年度）、実
施予定時期、積立限度額、積立限度額の算定方法を理事会に提示し、理事会は、次の
要件を充たす場合において、事業ごとに、承認するものとする。
（１）その資金の目的である活動を行うことが見込まれていること。
（２）積立限度額が合理的に算定されていること。
（特定費用準備資金の管理・取崩し等）
第６条 前条の特定費用準備資金には、貸借対照表及び財産目録上名称を付した特定資産
として、他の資金（他の特定費用準備資金を含む）と明確に区分して管理する。
２ 前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことが
で
きない。
ただし、目的外の取崩しを行う場合には、理事長は、取崩しが必要な理由を付して理事
会に付議し、その決議を得なければならない。積立計画の中止、積立限度額及び積立期間
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の変更についても同様とする。

第３章 特定資産・改良資金
（特定資産取得・改良資金の保有）
第７条 公社は、特定資産取得・改良資金を保有することができる。
（特定資産取得・改良資金の保有に係る理事会承認手続き）
第８条 公社が、前条の特定資産取得・改良資金を保有しようとするときは、理事長は、
資産ごとに、その資金の名称、対象となる資産の名称、目的、計画期間、資産の取得
又は改良等（以下「資産取得等」という。
）の予定時期、資産取得等に必要な最低
額、その算定根拠を理事会に提示し、理事会は、次の要件を充たす場合において、資
産ごとに、承認するものとする。
（１）その資金の目的である資産を取得し、又は改良することが見込まれること。
（２）その資金の目的である資産取得等に必要な最低額が合理的に算定されていること。
（特定資産取得・改良資金の管理・取崩し等）
第９条 前条の特定資産取得・改良資金については、貸借対照表及び財産目録上名称を付
した特定資産として、他の資金（他の特定資産取得・改良資金を含む）と明確に区分
して管理する。
２ 前項の資金については、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩
すことができない。
ただし、目的外の取崩しを行う場合には、理事長は、取崩しが必要な理由を付して理事
会に付議し、その決議を得なければならない。積立計画の中止、資産取得等に必要な
最低額及び積立期間の変更についても同様とする。

第４章 公表及び経理処理
（特定費用準備資金等の公表）
第１０条 特定費用準備資金等の公表について、資金の取崩しに係る手続き並びに特定費
用準備資金については積立限度額及びその算定根拠を、特定資産取得・改良資金につ
いては資産取得等に必要な最低額及びその算定根拠を、事務所における書類の備え置
き閲覧を行う。
（特定費用準備資金等の経理処理）
第１１条 特定費用準備資金については、認定法施行規則第１８条第１項、第２項、第４
項、第５項及び第６項に基づき、経理処理を行う。
２ 特定資産取得・改良資金については、認定法施行規則第２２条第３項の準用規定に基
づき、経理処理を行う。

第５章 雑

則

（法令等の読替え）
特定費用準備資金等取扱規程
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第１２条 この規程において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い
変更された場合においては、関係法令の改正等の内容に対応して適宜読み替えるもの
とする。
（改 廃）
第１３条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
（細 則）
第１４条 この規程の実施に必要な規則は、理事長が定めるものとする。

附 則（平成２８年３月２５日 理事会決議）
この規程は、平成２８年３月２５日より施行する。
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ケーブルネットワーク機器管理台帳要領
公益財団法人四万十公社ケーブルネットワーク機器管理台帳要領（平成 24 年
理事長命令第 1 号）
(趣旨)
第１条 この要領は、公益財団法人四万十公社 四万十町ケーブルネットワークリプレース
機器の取替修繕管理台帳（以下「台帳」という。
）の運用に関し必要な事項を定めるもの
とする。
(ケーブルネットワーク機器管理台帳)
第２条 台帳の対象資産は、別表四万十町ケーブルネットワークリプレース機器一覧表・公
社負担分（以下「機器一覧表」という。）に記載されたものとする。
２

台帳には、機器の区分、機器の購入価格、購入年月日、設置場所、耐用年数、更新（処
分）年月日等を記載しなければならない。

３

リスク分担に基づき公社が負担すべきものとして利用料金等で購入した新たな機器は、
前項の台帳に加えるものとする。

４

第１項の台帳のデータは、毎年度末に調整し、町に送付するとともに、必要に応じて検
査を受けるものとする。

３

第 1 項の台帳の機器一覧表による対象となる機器については、管理の特定ができるよう
表示を行うものとする。

(金額)
第３条 台帳に基づき算定された額は、毎年３月３１日に前条の対象資産の機器一覧表に記
載される減価償却額相当の総額の１/２（１万円未満は切り捨てる。）とする。
２

前項の金額は、機器一覧表に記載する機器の増減によりその額を変更することができ
る。

３

公社は、前項の額を使用料として町に支払うものとする。

（委 任）
第４条 この要領で定めるもののほか、その他必要な事項は理事長が定める。
附

則

この要領は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。
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■人事・労務管理
就業規程
公益財団法人四万十公社就業規程（平成 24 年規程第 10 号）
第１章 総則
（目的）
第１条 この規程は、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）及びその他法令の規定に基づき、
公益財団法人四万十公社（以下「公社」という。
）の職員の労働条件、服務規律その他の就
業条件に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（職員の定義）
第２条 この規程において職員とは、公益財団法人四万十公社給与規程（平成 24 年規程第 11
号。以下「給与規程」という。
）の摘要を受ける者をいう。ただし、臨時職員又はパートタイ

ム職員の就業に関し必要な事項については、別に定める公益財団法人四万十公社臨時職員
等の労働条件規程（平成 24 年規程第 14 号）のところによる。
（規程の遵守義務）
第３条

公社及び職員は、この規程を遵守し、相互に協力して労働条件の向上に努めなけれ

ばならない。
第２章 職員の採用
（採用）
第４条

職員は、義務教育程度以上の学識を有する者の内から必要な選考を行ったうえ採用

する。
２

職員の採用にあたっては、就職を希望する者から次の書類を提出させるものとする。
（１）履歴書
（２）その他公社が必要と認める書類

３

提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で届け出なければならない。
（試用期間）

第５条 新たに採用した者については、採用の日から６箇月間は試用期間とする。
２

公社は、新たに採用した職員に対し、試用期間中における初任職員教育の内容を明示し、
職員として引き続き勤務できるよう十分な教育を行わなければならない。

３

試用期間中又は試用期間満了の際、引き続き職員として勤務させることが不適当と認め
られる者については、第７章の手続きに従い解雇することができる。

４

第１項の試用期間を良好な成績で勤務したものは、採用された日にさかのぼって正式採
用されたものとする。
（採用決定者の提出書類）

第６条 職員として採用された者は、次の書類を提出しなければならない。
（１）身元保証に関する書類
（２）健康診断書
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（３）住民票記載事項の証明書
（４）その他公社が必要と認める書類
（労働条件の明示）
第７条

公社は、職員との労働契約の締結に際しては採用時の給与、就業場所、従事する業

務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするための労働条件通知書及びこの規
程を交付して労働条件を明示するものとする。
第３章 服務規律
（服務の基本原則）
第８条

職員は、この規程に定めるものの他、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念

し作業能率の向上に努めるとともに、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならな
い。
（服務心得）
第９条 職員は、常に次の事項を守り服務に精励しなければならない。
（１）常に清潔にして、笑顔で親切に迅速丁寧を旨とし全員協力一致して業務に専念する
こと。
（２）常に健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって勤務すること。
（３）自己の業務上の権限を超えて独断的なことを行わないこと。
（４）常に品位を保ち、公社の名誉を害し信用を傷つけるようなことはしないこと。
（５）公社の業務上の機密および公社の不利益となる事項を他に洩らさないこと。
（６）公社の車両、機械器具その他の備品を大切にし、原材料、燃料、その他の消耗品の節
約に努め、製品及び書類は丁寧に取扱い、その保管を厳重にすること。
（７）許可なく職務以外の目的で公社の設備、車両、機械、器具、その他の物品を使用しな
いこと。
（８）職場の整理整頓に努め、常に清潔を保つようにすること。
（９）円滑な職務遂行を妨げたり、職場環境を悪化させるような相手方の望まない性的な
言動を慎み、また、その性的言動に対する相手方の対応によって一定の不利益を与え
るような行為を行わないこと。
（10）職務に関し、不当な金品の借用、又は贈与の利益を受けないこと。
（11）所定の場所以外で喫煙し、又は焚火、電熱器などの火気を許可なく使用しないこと。
（12）労働時間中はみだりに職場を離れないこと。
（13）酒気を帯びて就業するなど職員としてふさわしくない行為をしないこと。
（14）その他、職員の行動規範（平成 24 年告示第２号）及び公益財団法人四万十公社職員
倫理規程（平成 24 年規程第 16 号）の規定を遵守すること。
第４章 給与
（給与）
第 10 条 職員の給与については、給与規程（平成 24 年規程第 11 号）の定めるところによ
る。

就業規程
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第５章 労働時間、休憩及び休日
（出退勤時間）
第 11 条 職員は出勤及び退勤に当たっては、出退勤時刻をタイムカードに自ら記録しなけれ
ばならない。
（労働時間及び休憩時間）
第 12 条 所定労働時間は、１箇月単位の変形労働時間制の適用を受ける職員については、１
箇月を平均して１週４０時間を超えない範囲内とし、変形労働時間制を適用しない職員に
ついては、１週４０時間以内とする。この場合において、その勤務の割り振りについては
別に定める。
２ １日の所定労働時間、始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。
（１）１箇月単位の変形労働時間制を適用する職員の始業・終業時刻及び休憩時間は次の
とおりとする。
ア）早出出勤（Ａ出勤）
始業・終業時刻

休憩時間

始業時刻

午前８時 30 分

午前 11 時 30 分～

終業時刻

午後５時 30 分

午後０時 30 分
イ）遅出出勤（Ｂ出勤）
始業・終業時刻

休憩時間

始業時刻

午前９時 30 分

午後０時 30 分～

終業時刻

午後６時 30 分

午後１時 30 分
ウ）特定出勤（Ｃ出勤）
始業・終業時刻

休憩時間

始業時刻

午後１時 00 分

午後５時～

終業時刻

午後 10 時 00 分

午後６時
エ）土日出勤（Ｄ出勤）
始業・終業時刻

休憩時間

始業時刻

午前９時

午後０時～

終業時刻

午後６時

午後１時
（２）１箇月単位の変形労働時間制を適用しない職員の始業・終業時刻は次のとおりとす
る。
始業・終業時刻
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休憩時間
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始業時刻

午前８時 30 分

終業時刻

午後５時 30 分

午前 11 時 30 分～
午後０時 30 分

３

変形労働時間制の適用を受ける職員の第１項の規定による１箇月の起算日は、毎月１日
とする。

４

職員の労働時間、勤務の組合わせ及び休日の割り振りは、起算日の１週間前までに勤務
表を作成して掲示する。

５ 第２項の規定にかかわらず、公社の業務の都合で始業・終業時刻及び休憩時間を繰上げ、
又は繰り下げることができる。この場合において業務の都合によるときは、理事長が前日
までに通知する。
（休日）
第 13 条 １カ単位の変形労働時間制の適用を受ける職員の休日は、前条の起算日から 1 週
間ごとに 1 日以上、１箇月につき５日以上とし、各人ごとに別に定める勤務割表により各
１箇月が始まる７日前までに通知する。ただし、休日の日数は 1 箇月単位の変則労働時間
制を適用しない職員に準じて、業種により理事長が別に定めるものとする。
２

１箇月単位の変形労働時間制を適用しない職員の休日は、次により指定して、前項に準
じて各人に通知する。

（１）土曜日及び日曜日
（２）年末年始（12 月 29 日から１月３日まで）
（３）夏季休暇 ３日間（７月１日から９月 30 日の間）
（４）その他公社が指定する日
３

理事長は、業務の都合によりやむを得ない場合は前２項の通知にかかわらず他の日に振
り替えることができる。
（時間外及び休日勤務）

第 14 条 業務の都合により、第 12 条の所定労働時間を超え、又は第 13 条の所定休日に労働
させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日にお
ける労働については、あらかじめ公社は職員の代表と書面による協定を締結し、これを所
轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
（年次有給休暇）
第 15 条 年次有給休暇は、次のとおりとする。
（１）雇い入れから６箇月間継続勤務し、所定労働日の８割以上出勤した職員に対して、
１０日、その後１年間継続勤務するごとに、当該１年間において所定労働日の８割以
上出勤した職員に対して、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与
える。
勤続年数

６箇月

付与日数

10 日

１年

２年

３年

４年

５年

６年

６箇月

６箇月

６箇月

６箇月

６箇月

６箇月以上

11 日

12 日

14 日

16 日

18 日

20 日

（２）年次有給休暇は、職員に請求された時期に与える。ただし、事業の正常な運営を妨げ
る場合においては、他の時期に変更することができる。
就業規程
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（３）年次有給休暇の単位は、請求された時期に与える。たする。ただし１時間単位の場
合は、労使協定により年間５日以内の範囲内で取得することができる。
（４）第１号の出勤率の算定に当たっては年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業
期間、母性健康管理のための通院休暇、母性健康管理のための時間短縮等、育児時間、
生理休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病
による休業期間は出勤したものとして扱う。
（病気休暇）
第 16 条 病気休暇を受けることができる場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該
各号に定める期間とする。
(１）労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 68 条の規定に基づき厚生労働省令で定
められた疾病にかかっている期間
(２）前号以外の疾病（予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。）又は負
傷については、医師の証明等に基づき、必要最小限度の期間
２

前項第２号に規定する場合であって、職務によらない結核性疾患にあっては１年以内、
その他の私傷病にあっては引き続き 90 日を超えない期間とする。

３

病気休暇を受けようとする場合は、あらかじめ休暇願い並びに事情を証明する書類等提
出し、理事長の許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、直ちに電話
等により連絡し、後日許可を受けなければならない。

４

疾病のため３日間以上出勤することができないときは、医師の診断書を提出しなければ
ならない。

（特別休暇）
第 16 条の 2

特別休暇を受ける事ができる場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める期間とする。
（１）職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等
のため勤務しないことが相当であると認められるとき

連続する７日の範囲内の期間

（２）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）
の規定による交通遮断又は隔離の場合 その都度必要と認める時間
（３）地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく
困難であると認められる場合

必要と認められる期間

（４）地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、
職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
７日の範囲内の期間
（５）地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回
避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

（６）職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがや
むを得ないと認められる場合とき 必要と認められる期間
（７）職員が証人、裁判員、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会そ
の他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間
（８）職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動（専ら親族に
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対する支援となる活動を除く。
）を行う場合
ア)

必要と認められる期間

激甚災害に指定された被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布そ

の他の被災者を支援する活動
イ）障害者支援施設、特別養護老人ホーム等の施設における社会貢献活動
ウ)

前２号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常

態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
（９）職員が心身の健康の維持及び増進又は自己啓発のため勤務しないことが相当である
と認められる場合

計画の実施に伴い必要と認められる１０日以内の期間

（10）職員の妻の出産に伴い出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い
又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等のため勤務しないことが相当である
と認められる場合

当該機関内における２日

（11）職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と
認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、次の表に掲
げる期間
親

族

期

間

配偶者

７日

父母

５日

子

５日

祖父母

２日

孫

２日

兄弟姉妹

２日

おじ又はおば

１日

父母の配偶者又は配偶者の父母

３日（職員と生計を一にしていた場合にあっては、５日
）

子の配偶者又は配偶者の子

２日（職員と生計を一にしていた場合にあっては、５日
）

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父
母

備

１日（職員と生計を一にしていた場合にあっては、２日
）

考

１．配偶者は、届出をしていないが事実上婚姻関係にある者を含む。
２．父母は養父母を含み、子は養子を含む。
３．祖父母について、職員が代襲相続し、かつ祭具の承継を受ける場合にあっては
、父母に準ずる。
５．葬儀が遠隔地で行われる場合においては、往復に要する日数を加算することが
できる。
（12）その他理事長が特に定める場合 必要と認める期間
２

特別休暇の期間中に勤務を要しない日及び休日を含む場合は、休暇日数に加算する。

３

特別休暇を受けようとする場合は、あらかじめ休暇願い並びに事情を証明する書類等提
出し、理事長の許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、直ちに電話
等により連絡し、後日許可を受けなければならない。
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（産前産後の休暇）
第 17 条 ６週間（多胎妊娠の場合は 14 週間）以内に出産する予定の女性職員から請求があ
ったときは、休業させる。また出産した女性職員は８週間（多産の場合 は 10 週間以内）
は休業させる。ただし、産後６週間を経過して女性職員から請求があったときは、医師が
支障がないと認めた業務に就かせることができる。
（母性健康管理のための休暇等）
第 18 条 妊娠中又は出産後１年を経過しない女性職員から、所定労働時間内に母子保健法に
基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは次の範囲で
休暇を与える。
（１）産前の場合
妊娠２３週まで・・・・・・・・・４週に１回
妊娠２４週から３５週まで・・・・２週に１回
妊娠３６週から出産まで・・・・・１週に１回
ただし、医師または助産婦（以下「医師等」という。）がこれと異なる指示をした時に
は、その指示により必要な時間
（２）産後（１年以内）の場合
医師等の指示により必要な時間
（母性健康管理のための時間短縮等）
第 19 条 妊娠中または出産後１年を経過しない女性職員から、保健指導または健康診査に基
づき労働時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずるこ
ととする。
【ｈ24.12 項から条へ】
（１）妊娠中の勤務緩和
原則として１時間の労働時間の短縮または１時間以内の時差出勤
（２）妊娠中の休憩の特例
休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
（３）作業の軽減、労働時間の短縮、休業等
（育児時間）
第 20 条 １歳に満たない子を養育する女性職員から請求があったときは、休憩時間のほか日
について２回、１回について３０分の育児時間を与える。
（育児・介護休業等）
第 21 条 職員の育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護の為の時間外労働及び深夜業の
制限並びに育児・介護短時間勤務等については、公益財団法人四万十公社育児・介護休業
等に関する規程（平成 24 年規程第 15 号）の定めるところによる。
（生理休暇）
第 22 条

生理日の就業が著しく困難な女性職員から請求があったときは必要な期間休暇を

与える。
【ｈ24.12 項を条に格上げし 2 項から４項を追加】
２

適用を受ける間の給与については、給与規程に基づき、給与を支給する。

３

給与、賞与の算定及び退職金制度の適用においては、取得期間は通常の勤務をしている
ものとみなす。

４

年次有給休暇の出勤率を算定する場合においては、取得期間は通常の勤務をしているも
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のとみなす。
（母性健康管理のための通院休暇に関する給与等）
第 23 条 母性管理の為の通院休暇を取得しようとする者は、原則として、事前に公社に申し
出るものとする。
２

適用を受ける間の給与については、給与規程に基づき、給与を支給する。

３

給与、賞与の算定及び退職金制度の適用においては、取得期間は通常の勤務をしている
ものとみなす。

４

年次有給休暇の出勤率を算定する場合においては、取得期間は通常の勤務をしているも
のとみなす。
【ｈ24.12 新条の追加】

（母性健康管理のための時間短縮等に関する給与等）
第 24 条 母性管理の為の時間短縮等の休暇を取得しようとする者は、原則として、事前に公
社に申し出るものとする。
２

適用を受ける間の給与については、給与規程に基づき、不就労時間については支給しな
い。

３

給与、賞与の算定及び退職金制度の適用においては、取得期間は通常の勤務をしている
ものとみなす。

４

年次有給休暇の出勤率を算定する場合においては、取得期間は通常の勤務をしているも
のとみなす。
【ｈ24.12 新条の追加】

（育児時間等のための休暇に関する給与等）
第 25 条 育児時間の為の休暇を取得しようとする者は、原則として、事前に公社に申し出る
ものとする。
２

適用を受ける間の給与については、給与規程に基づき、不就労時間については支給しな
い。

３

給与、賞与の算定及び退職金制度の適用においては、取得期間は通常の勤務をしている
ものとみなす。

４

年次有給休暇の出勤率を算定する場合においては、取得期間は通常の勤務をしているも
のとみなす。
【ｈ24.12 新条の追加】
第６章 配置転換・復職
（配置転換）

第 26 条 業務上必要がある場合は、職員に対し就業場所もしくは従事する職務の変更を命ず
ることがある。
（復職）
第 27 条 休職の事由が消滅したときは、ただちに旧職務に復職させる。ただし、旧職務と異
なる職務に配置することができる。
第７章 解雇
（解雇）
第 28 条 次の各項に該当する場合に職員を解雇することができる。
（１）事業を廃止したとき。
就業規程
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（２）事業を変更したとき。
（３）職員が身体又は精神の障害により業務に堪えられないと認められるとき。
（４）職員の就業状況が著しく不良で、就業に適さないと認められるとき。
（５）休職期間が満了した時点で、なお休職事由が継続し復職できないとき（ただし休職
期間を更新された場合は除く。）
。
（６）刑法犯に該当する行為があったとき。
（７）就業規程に違反した場合及び風紀を乱し、又は上司の命令に従わず公社の正常な運
営を阻害したとき。
（８）公社の名誉及び信用を著しく傷つけたとき。
（９）故意又は重過失により、公社に重大な損害を与えたとき。
（解雇の予告）
第 29 条 前条により解雇する場合は、本人に３０日前に予告し、又は労働基準法に規定する
平均賃金の３０日分に相当する予告手当を支給して行う。この場合予告の日数は平均賃金
を支払った日数だけ短縮することができる。
２

使用期間中の者は除く（採用後１４日超えた者を除く。
）
。
（解雇の制限）

第 30 条 職員が業務上の疾病により療養のため休業する期間、及びその後３０日間、また産
前産後の女子が休業する期間、及びその後の３０日間は解雇しない。
２

業務上疾病の場合、療養開始後３年を経過しても疾病が治らない場合において打切り補
償を支払ったときはこの限りではない。
（法律上打切り補償を支払ったとみなされる場合を
含む。）
第８章 定年・退職
（定年）

第 31 条 職員の定年は満６０歳とする。ただし次の各号に揚げる基準のいずれにも該当する
者については、６５歳まで継続雇用することができる。
（１）引き続き勤務することを希望する者
（２）過去３年間の出勤率８０％以上の者
（３）健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
２

職員の採用にあたって、4 年以内の任期を限る労働条件を明示した場合には、その指定し
た期日をもって定年退職とみなす。
【h25.3 一部改正／任期付職員制度】
（定年の退職）

第 32 条

職員が定年に達したときは、定年に達した日の属する年度の末日をもって退職す

る。
（退職）
第 33 条 職員が以下に該当するに至った場合は、その日を退職の日とし職員としての資格を
失う。
（１）死亡したとき。
（２）本人の都合により退職を届け出て、公社の承認があったとき。
（３）事業の縮小等のため定数若しくは予算の減少により、廃職又は過員が生じたとき。
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（退職手続）
第 34 条 職員が本人の都合により退職しようとするときは、少なくとも３０日前までに退職
届を提出しなければならない。
２

退職届を提出したものは、公社の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。

３

退職届を提出したものは、退職までの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならな
い。
（清算）

第 35 条 職員は退職しようとするとき（解雇されたときを含む。
）は、請求を受けた後、す
みやかに公社から支給又は貸与された物品を返還し、その公社に対する債務を清算しなけ
ればならない。
（退職金）
第 36 条 職員が退職した（解雇されたときを含む。）ときは公益財団法人四万十公社退職金
規程（平成 24 年規程第 13 号）の定めにより退職金を支給する。
第９章 安全・衛生
（安全）
第 37 条 理事長は、職員の災害の未然防止と職場環境の向上のための設備、及び安全対策等
必要な処置を講ずるものとする。
２

職員は、次の事項を厳守しなければならない。

（１）防火設備の位置及び器具の取り扱い方法を予知しておくこと。
（２）安全の確保に関する法令及び諸規定で定められた事項を遵守し、相互に協力して災
害の未然防止に努める。
３

職員は、災害の発生を予想し、又はその危険があることを認知し、若しくは非常事態が
発生した場合は、臨機の処置を取るとともに直ちに上司に報告し、その指示に従わなけれ
ばならない。

４

非常事態が発生した場合は、互いに協力し被害を最小限に留めるよう努力しなければな
らない。
（衛生）

第 38 条 職員は、保健衛生に関する法律等遵守するとともに相互に協力して保健衛生の保持
に努めなければならない。
２

職員には、毎年１回健康診断を実施する。

３

前項に定める場合の他、法令の定めるところに従い必要な健康診断を実施する。

４

健康診断の結果、特に必要があると認められた場合には、就業を一定期間禁止し、又は
職場の配置等を転換することができる。

５

職員は、同居家族が法定伝染病、又は、伝染性疾病にかかった場合及びそのおそれがあ
る場合は、直ちにその旨を理事長に届け出るとともに必要な処置を講じなければならない。
第 10 章 賞罰
（表彰）

第 39 条 職員が次に該当する場合には、理事長は審査のうえ表彰することができる。
就業規程
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（１）品行方正、技術優秀、業務熱心で他の者の模範となる場合、又は業務の発展に功績の
あった者
（２）災害を未然に防止し、または災害の際特に功労のあった場合
（３）業務上有益な改良又は工夫、考案のあった場合
（４）永年勤続した場合
（５）その他特に表彰の必要があると認められる場合
２

前項の表彰は、賞状、賞品又は賞金を授与してこれを行うものとするが、別に給与の昇
給を行うことができる。
（懲罰）

（懲罰）
第 40 条 第７章第 28 条第３項から第９項に該当する場合及び第３章、第９章の規定に違反
したときは、理事会において審査のうえ、懲戒処分に付する。【ｈ24.12 引用条項調整】
２

懲戒処分は次のように行う。

（１）戒告
（２）減給
（３）停職
（４）解雇
３

前項第２号減給の額及び同項第３号停職の期間は、理事長が決定する。
第 11 章 損害賠償
（損害賠償）

第 41 条 職員が故意又は過失により公社に損害を与えた場合（第三者に損害を与え、それが
為に公社が補償しなければならない場合を含む。
）は、理事会において審査のうえ、損害の
全部又は一部を賠償させる。ただし、これによって第 40 条の懲罰を免れるものではない。
【ｈ24.12 引用条項調整】
第 12 章 出張旅費及び日当
（出張旅費及び日当）
第 42 条 職員の出張旅費及び日当は、公益財団法人四万十公社旅費規程（平成 24 年規程第
12 号）による。

第 13 章 その他の条件
第 43 条 職員の業務上の災害補償及び失業補償は、労働保険に加入することにより行う。た
だし、雇用保険の被保険者となる条件に満たない者に対する失業補償は、この限りでない。
第 44 条 職員が業務上負傷または疾病になり、または死亡した場合の補償は前条に定める他
は、労働基準法及び関係法令に定める最低額を支給する。ただし、理事会において審議の
上、最低額以上の額を支給することができる。
附
１

則

この規程は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。
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２

平成 24 年 4 月 1 日からこの規程の施行の日の前日までに、一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 50 号）第 106 条第１項に定める移行
の登記以前の財団法人四万十町地域振興公社が行った決定、手続きその他の行為は、それ
ぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、財団法人四万十町地域振興公社就
業規程は、平成 24 年 3 月 31 日をもって廃止する。
附

則

この規程は、理事会の議決の日から施行し、平成 24 年 7 月 1 日に遡及して適用する。
附 則（平成 25 年 3 月 26 日理事会議決）
この規程は、平成 25 年 4 月１日から施行する。
附 則（平成 26 年 3 月 27 日理事長命令第 9 号）
この規程は、平成 26 年４月１日から施行する。
附 則（平成 27 年 12 月 22 理事会議決）
この規程は、平成 27 年 12 月 22 日から施行する。

就業規程
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臨時職員等の労働条件規程
公益財団法人四万十公社臨時職員等の労働条件規程（平成 24 年規程第 14 号）
第１章 総則
（目的）
第１条 この規程は、公益財団法人四万十公社就業規程（平成 24 年規程第 10 号。以下「就
業規程」という。
）第２条の規定に基づき臨時職員等の労働条件、服務規律その他の就業に
関する事項を定めることを目的とする。
２

この規程に定めのないことについては、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「労働
法」という。)、最低賃金法（昭和 34 年号外法律第 137 号）、短時間労働者の雇用管理の改
善等に関する法律(平成５年号外法律第 76 号。以下｢パートタイム労働法｣という。)及び育
児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成３年法律第 76
号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。

（臨時職員等の区分）
第３条

この規程において雇用する臨時職員等とは、第２章の定めにより採用された次の各

号に掲げる職員をいう。
（１）臨時職員 ローティーションに組み込まれる雇用期間が３年以内の者をいう。
（２）パ－トタイム職員 １日の業務の中で比較的短時間の業務に従事する者をいう。
（優先権の否定）
第４条 臨時職員等は、正式任用に際していかなる優先権も与えられないものとする。
（規程の遵守）
第５条

公社及び臨時職員等は、この規程を守り、お互いに協力して業務の運営に当たらな

ければならない。
（労働条件の明示）
第６条

公社は、臨時職員等の採用に際しては別紙の労働条件通知書及び就業規程の写しを

交付して採用時の労働条件を明示するものとする。
第２章 採用及び労働契約
（採用手続）
第７条

公社は、臨時職員等の採用に当たっては臨時職員等として就業を希望する者の内か

ら次の書類を提出させ選考して採用する。
（１）履歴書
（２）その他公社が必要と認める書類
２

公社は、労働契約の締結に当たって、契約時に本人の希望を考慮の上、各人別に決定し、
別紙の労働条件通知書で示すものとする。
第３章 服務規律

（服務）
-70-

臨時職員等の労働条件規程

第８条

臨時職員等は、業務の正常な運営を図るため、公社の指示命令を守り、誠実に職務

を遂行するとともに、次の各事項をよく守り、職場の秩序の保持に努めなければならない。
（１）公社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。
（２）公社、取引先の機密を他に漏らさないこと。
（３）みだりに遅刻、早退、私用外出及び欠勤をしないこと。やむを得ず遅刻、早退、私用
外出及び欠勤をするときは、事前に届け出ること。
（４）労働時間中はみだりに勤務部所を離れないこと。
（５）許可なく職務以外の目的で公社の施設、物品等を使用しないこと。
（６）職務を利用して自己の利益を図り、また不正な行為を行わないこと。
（７）性的な言動に対する女性職員の対応により、当該女性職員の労働条件について不利
益を与えたり、性的な言動により当該女性職員の就業環境を害さないこと。
（出退勤時間）
第９条

臨時職員等は、出退勤に当たって、各自のタイムカードに出退勤の時刻を記録しな

ければならない。この場合において、タイムカードは自ら打刻することとし、他人にこれ
を依頼してはならない。
第４章 労働時間、休憩及び休日
（労働時間及び休憩時間）
第 10 条 臨時職員等の労働時間及び休憩時間は、臨時職員にあっては就業規程に定める職員
の例により、パートタイム職員にあっては次のとおりとする。
職種

労働時間

パートタイム職員

始業時刻：午前７時40分

休憩時間
なし

（早出） 終業時刻：午後０時15分
パートタイム職員

始業時刻：午前８時00分

なし

（通常） 終業時刻：午後０時15分
パートタイム職員

始業時刻：午後１時00分

なし

（午後出勤） 終業時刻：午後４時25分
２

前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時
刻並びに休憩時間を繰上げ又は繰り下げることがある。

３

勤務の割り振りについては、所属長が定める。

（休日）
第 11 条 臨時職員等の休日は、就業規程第 13 条の規定を準用する。
２

業務の都合により必要やむを得ない場合には、あらかじめ他の日と振り替えることがあ
る。この場合においては、起算日を明らかにした４週間を通じて８日を下回らないものと
する。

（時間外及び休日労働日）
第 12 条 公社は、労働時間を超えて労働させ、休日に労働させないものとする。
２

前項の規定に関わらず業務の都合上、やむを得ない場合には、労働法第 36 条第 1 項に基
づく書面協定による労働時間を超えない範囲内で労働させることができる。
臨時職員等の労働条件規程
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第５章 休暇等
（年次有給休暇）
第 13 条

各年次毎に所定労働日の８割以上出勤した臨時職員等で週所定労働時間が４０時

間未満であり、週所定労働日数が５日以下又は年間所定労働日数が 256 日以下の者に対し
ては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
週所定

１年間の所定

労働日

労働日数

勤続年数
6 箇月

1年

2年

3年

4年

5年

6年

6 箇月

6 箇月

6 箇月

6 箇月

6 箇月

6 箇月
以上

５日

217～257

10 日

11 日

12 日

14 日

16 日

18 日

20 日

日
４日

169～216 日

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

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

日
２

臨時職員等は、年次有給休暇を取得しようとする時は、あらかじめ次期を指定して請求
するものとする。ただし、公社は事業の正常な運営に支障があるときは、臨時職員等の指
定した時期の変更を求めることがある。

３

前項の規定に関わらず、職員代表との書面による協定により、各職員の有する年次有給
休暇日数のうち５日を超える部分について、あらかじめ時期を指定して与えることができ
る。
第６章 賃金

（賃金）
第 14 条 臨時職員等の賃金は次のとおりとする。
（１）臨時職員
ａ)

賃金は日給とし、１日当たりの賃金単価は、理事長が定める。

ｂ)

賃金の計算期間は月の初日から月の末日とし、支給方法は翌月 12 日とする。

ｃ） １週所定労働時間４０時間を超える場合は、時間外労働割増賃金を支給する。
算式＝時間給×１．２５×時間外労働時間数
ｄ)

通勤手当は、職員に準じ、距離に応じて日割計算し、出勤労働日数を乗じた額を
支給する。

ｅ)

夏期手当及び冬期手当は、理事長が別に定める。

（２）パートタイム職員
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ａ)

賃金は時間給とし、１時間当たりの賃金単価は、理事長が定める。

ｂ)

賃金の計算期間は月の初日から月の末日とし、支給方法は翌月 12 日する。

ｃ)

通勤手当は正職員に準じ、距離に応じて日割計算し、出勤労働日数を乗じた額を
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支給する。
第７章 退職・解雇
（退職）
第 15 条 臨時職員等が自己の都合により退職しようとするときは、退職しようとする日の 14
日前までに公社に申し出ることとする。
２

臨時職員等が次のいずれかに該当するときは、退職とする。

（１）労働契約に期間の定めのある場合は、その期間が満了したとき。
（２）退職の申し出をしてから１４日を経過したとき。
（３）本人が死亡したとき。
（解雇）
第 16 条 臨時職員等が、次のいずれかに該当するときは。解雇するものとする。
（１）勤務成績又は業務能率が著しく不良で臨時職員等としてふさわしくないと認められ
たとき。
（２）精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき。
（３）事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、臨時職員等の減員等が必
要となったとき。
２

前項の規定により臨時職員等を解雇する場合は、少なくとも 30 日前に予告をするか、又
は平均賃金の 30 日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、須崎労働基準監督署長の認定
を受けて第 18 条に定める懲戒解雇をする場合はこの限りではない。
第８章 表彰及び制裁

（表彰）
第 17 条 臨時職員等が次の各号のいずれかに該当するときは、原則として表彰する。
（１）勤務成績が優れ、業務に関連して有益な改良、改善、提案等を行い業績の向上に貢献
したとき。
（２）重大な事故、災害を未然に防止し、又は非常の際に適切な行動により災害の拡大を
防ぐ等特別の功労があったとき。
（３）人命救助その他社会的に功績があり、公社の名誉を高めたとき。
（４）その他前各号に準ずる行為で、他の職員の模範となり又は公社の名誉信用を高めた
とき。
（懲戒）
第 18 条 公社は、臨時職員等が次のいずれかに該当する場合は、公益財団法人四万十公社懲
戒処分の基準（平成 24 年規程第 17 号）を準用（「停職」を「出勤停止」と、
「免職」を「懲
戒解雇」と読み替える。
）し、次の区分により懲戒を行う。
（１）戒告

始末書を提出させて将来を戒めるものとする。

（２）減給

始末書を提出させて減給する。ただし、１の懲戒の事案に対する減給の額は

日給（パートタイム職員にあっては、時間給の 4 時間相当額）の５割以下とし、１月
における減給額の合算額が１賃金支払い期間における賃金合計額の１割以下とする。
（３）出勤停止

始末書を提出させ、１箇月を限度として出勤を停止し、その間の賃金は
臨時職員等の労働条件規程
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支給しない。
（４）懲戒解雇 予告若しくは即時に解雇する。
附

則

１

この規程は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。

２

平成 24 年 4 月 1 日からこの規程の施行の日の前日までに、一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 50 号）第 106 条第１項に定める移行
の登記以前の財団法人四万十町地域振興公社が行った決定、手続きその他の行為は、それ
ぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、財団法人四万十町地域振興公社臨
時職員等の労働条件、服務規律その他の就業に関する規程は、平成 24 年 3 月 31 日をもっ
て廃止する。
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育児・介護休業規程
公益財団法人四万十公社育児・介護休業規程（平成 24 年規程第 15 号）
公益財団法人四万十公社育児・介護休業等に関する規程（平成 24 年公社規程第 15 号）の
全部を改める。
【ｈ24.12 全部改正】

公益財団法人四万十公社育児・介護休業規程（平成 24 年規程第 15 号）

第１章 総則
（目的）
第１条 この規程は、公益財団法人四万十公社（以下｢公社｣という。）職員の育児、介護休
業、子の看護休暇、育児・介護の為の時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時
間勤務等に関する事項を定めることを目的とする。
２ この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律（平成３年号外法律第 76 号。以下「育児介護休業法」とい
う。）に定めるところによる。
第２章

育児休業

（育児休業対象者）
第２条 育児の為に休業することを希望する職員(臨時職員等を含む。)であって、１歳に満
たない子と同居し、養育する者は、この規定に定めるところにより育児休業をすることが
できる。ただし、雇用期間に定めのある職員にあっては、申し出時点において、次のいず
れにも該当する者に限り育児休業をすることができる。
（１）入社 1 年以上であること。
（２）子が 1 歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
（３）子が 1 歳に達する日から 1 年を経過する日までに雇用期間が満了し、更新されないこ
とが明らかでないこと。
２

前項にかかわらず、労使協定により除外された次の職員からの休業の申出は拒むことが
できる。

（１）入社１年未満の職員
（２）申出の日から１年以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
（３）１週間の所定労働日数が２日以下の職員
３

配偶者が職員と同じ日から又は職員より先に育児休業をしている場合、職員は、子が１
歳２箇月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計
が１年を限度として、育児休業をすることができる。

育児・介護休業規程
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４

次のいずれにも該当する職員は、子が１歳６箇月に達するまでの間で必要な日数につい
て育児休業することができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の
１歳の誕生日に限るものとする。

（１）職員又は配偶者が原則として子の１歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
（２）次のいずれかの事情があること
（ア）保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
（イ）職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳以降育児に当たる
予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により養育することが困難になった場
合
（育児休業の申出の手続き等）
第３条 育児休業をすることを希望する職員は、原則として育児休業を開始しようとする日
（以下｢育児休業開始予定日｣という。）の１箇月前（第２条第４項に基づく１歳を超える
休業の場合は、２週間前）までに育児休業申出書（様式１）を公社に提出することにより
申出るものとする。なお、育児休業中の期間契約職員が労働契約を更新するに当たり、引
き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日と
して、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
２

申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき１回限りとする。ただし、産
後休業をしていない職員が、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から８週間以
内にした最初の育児休業については、１回の申出に数えない。

（１）第２条第１項に基づく休業をした者が同条第４項に基づく休業の申出をしようとする
場合又は、本条第１項後段の申出をしようとする場合
（２）配偶者の死亡等特別な事情がある場合
３

公社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求め
ることがある。

４

育児休業申出書が提出されたときは、公社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者
（以下この章において「申出者」という。
）に対し、育児休業取扱通知書（様式２）を交
付する。

５

申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後２週間以内に公社に育
児休業対象児出生届（様式３）を提出しなければならない。

（育児休業の申出の撤回等）
第４条 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届（様式４）を公
社に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
２

育児休業申出撤回届が提出されたときは、公社は速やかに当該育児休業申出撤回届を提
出したものに対し、育児休業取扱通知書（様式２）を交付する。

３

育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申し込
みをすることができない。ただし、第２条第１項に基づく休業の申出を撤回した者であっ
ても、同条第４項に基づく休業の申出をすることができる。

４

育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育
しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合に
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おいて、申出者は原則として当該事由が発生した日に、公社にその旨を通知しなければな
らない。
（育児休業の期間等）
第５条 育児休業の期間は、原則として、子が１歳に達するまで（第２条第３項及び第４項
に基づく休業の場合はそれぞれ定められた時期まで）を限度として育児休業申出書（様式
１）に記載された期間とする。
２

前項にかかわらず、公社は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定
日の指定を行うことができる。

３

職員は、育児休業期間変更申出書（様式５）により公社に、育児休業開始予定日の１週
間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業
を終了しようとする日（以下「育児休業終了予定日」という。）の１箇月前（第２条第４
項に基づく休業をしている場合は、２週間前）までに申し出ることにより、育児休業終了
予定日の繰り下げ変更を行うことができる。この場合において育児休業開始予定日の繰り
上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として１回に限り行うことが
できるが、第２条第４項に基づく休業の場合には、第２条第１項に基づく休業とは別に、
子が１歳６箇月に達するまでの期間内で、一回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行
うことができる。

４

育児休業期間変更申出書が提出されたときは、公社は速やかに当該育児休業期間変更申
出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書（様式２）を交付する。

５

次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当
該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

（１）子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日（なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日
から２週間以内であって、公社と本人が話し合いの上決定した日とする。
）
（２）育児休業に係る子が１歳に達した場合等
子が１歳に達した日（第２条第３項に基づく休業の場合及び第２条第４項に基づく休
業の場合は、子が１歳６箇月に達した日）
（３）申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合
産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間の開始日の前日
（４）第２条第３項に基づく休業において、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期
間との合計が１年に達した場合
当該１年に達した日
６

前項第１号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に公社に
その旨を通知しなければならない。

（育児休業中の給与等）
第６条 育児休業の期間については、給与又は賃金を支給しない。ただし、法に基づく育児
休業給付を受けることができる。
２

昇給は、育児休業の期間中は行わないものとし、復職後の昇給において休業前の勤務実
績を加味し調整する。

育児・介護休業規程
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３

賞与については、その算定対象期間に育児休業をした期間が含まれる場合には、賞与算
定期間における勤務実績に応じて算定し支給する。

（社会保険料）
第７条 育児休業期間中の社会保険料本人負担分は、法の定めるところにより免除される。
（復職）
第８条 育児休業が終了した場合、原則として休業前の職場・職務に復帰させる。ただし、
特別の事情がある場合は職場及び本人の事情を勘案してその都度公社が指定する。
２

復職日は、原則として育児休業終了日の翌日とする。ただし、特別の事情がある場合は
職場及び本人の事情を勘案してその都度公社が指定する。

（復職時の給与等）
第９条 復職時の給与又は賃金は、原則として育児休業開始前の水準を下回らないものとす
る。ただし、職場・職務の変更など特別の事情がある場合はこの限りではない。
（年次有給休暇）
第 10 条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児休業をした日
は出勤したものとみなす。
（退職金）
第 11 条 退職金制度の適用においては、取得期間は通常の勤務をしているものとみなす。
第３章 介護休業
（介護休業の対象者）
第 12 条 要介護状態にある家族を介護する職員は、この規定に定めるところにより介護休
業をすることができる。ただし、雇用期間の定めのある職員にあっては、申出時点におい
て、次のいずれにも該当する者に限り介護休業をすることができる。
（１）入社１年以上であること。
（２）介護休業を開始しようとする日（以下「介護休業開始予定日」という。）から 93 日を
経過する日（93 日経過日）を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
（３）93 日経過日から１年を経過する日までに雇用期間が満了し、更新されないことが明
らかでないこと。
２

前項にかかわらず、労使協定により除外された次の職員からの休業の申出は拒むことが
できる。

（１）入社１年未満の職員
（２）申出の日から 93 日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
（３）１週間の所定労働日数が２日以下の職員
３

この介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、２
週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。

（１）配偶者
（２）父母
（３）子
（４）配偶者の父母
（５）祖父母、兄弟姉妹又は孫であって職員が同居し、かつ扶養している者
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（６）上記以外の家族で公社が認めた者
（介護休業の申出の手続き等）
第 13 条 介護休業をすることを希望する職員は、原則として介護休業開始予定日の２週間
前までに、介護休業申出書（様式６）を公社に提出することにより申し出るものとする。
なお、介護休業中の雇用期間に定めのある職員が労働契約を更新するに当たり、引き続き
休業を希望する場合には、更新された雇用期間の初日を介護休業開始予定日として、介護
休業申出書により再度の申出を行うものとする。
２

申出は、特別な事情がない限り、対象家族１人につき１要介護状態ごとに１回とする。
ただし、前項の後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。

３

公社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求め
ることがある。

４

介護休業申出書が提出されたときは、公社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者
（以下この章において「申出者」という。
）に対し、介護休業取扱通知書（様式２）を交
付する。

（介護休業の期間等）
第 14 条 介護休業の期間は、対象家族１人につき、原則として、通算 93 日間の範囲（介護
休業開始予定日から起算して 93 日を通過する日までをいう。）内で、介護休業申出書（様
式６）に記載された期間とする。ただし、同一家族について、異なる要介護状態について
介護休業をしたことがある場合又は第１６条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場
合は、その日数も通算して 93 日間までを原則とする。
２

前項にかかわらず、公社は、育児・介護休業法の定めるところにより、介護休業開始予
定日の指定を行うことができる。

３

職員は、介護休業期間変更申出書（様式５）により、介護休業を終了しようとする日
（以下「介護休業終了予定日」という。）の２週間前までに公社に申し出ることにより、
介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始
予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算 93 日（異なる要介護状態につ
いて介護休業をしたことがある場合又は第 31 条に規定する介護短時間勤務の適用をうけ
た場合は、93 日からその日数を控除した日数）の範囲を超えないことを原則とする。

４

介護休業期間変更申出書（様式５）が提出されたときは、公社は速やかに当該介護休業
期間変更申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書（様式２）を交付する。

５

次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当
該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

（１）家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日（なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日
から２週間以内であって、公社と本人が話し合いの上決定した日とする。
）
（２）申出について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日
６

前項第 1 号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に公社に
その旨を通知しなければならない。

（介護休業の申出の撤回等）
育児・介護休業規程
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第 15 条 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届（様式４）を
公社に提出することにより、介護休業の申請を撤回することができる。
２

介護休業申請撤回届が提出されたときは、公社は速やかに当該介護休業申出撤回届を提
出したことに対し、介護休業取扱通知書（様式２）を交付する。

３

介護休業の申出を撤回した者について、同一対象家族の同一要介護状態に係る再度の申
出は原則として１回とし、特段の事情がある場合について公社がこれを適当と認めた場合
には、１回を超えて申し出ることができるものとする。

４

介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護
しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合に
おいて、申出者は、原則として当該事由が発生した日に公社にその旨を通知しなければな
らない。

（介護休業中の給与等）
第 16 条 介護休業の期間については、給与又は賃金を支給しない。ただし、法に基づく介
護休業給付を受けることができる。
２

昇給は、介護休業の期間中は行わないものとし、復職後の昇給において休業前の勤務実
績を加味し調整する。

３

賞与については、その算定対象期間に介護休業をした期間が含まれる場合には、賞与算
定期間における勤務実績に応じて算定し支給する。

（社会保険料）
第 17 条 職員は、介護休業期間中の社会保険料本人負担分を毎月、公社の指定する日まで
に、公社に支払うものとする。
（復職）
第 18 条 介護休業が終了した場合、原則として休業前の職場・職務に復帰させる。ただ
し、特別の事情がある場合は職場及び本人の事情を勘案してその都度公社が指定する。
２

復職日は原則として介護休業終了日の翌日とする。ただし、特別の事情がある場合は職
場及び本人の事情を勘案してその都度公社が指定する。

（復職時の給与等）
第 19 条 復職時の給与又は賃金は、原則として介護休業開始前の水準を下回らないものと
する。ただし、職場・職務の変更など特別の事情がある場合はこの限りではない。
（年次有給休暇）
第 20 条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、介護休業をした日
は出勤したものとみなす。
（退職金）
第 21 条 退職金制度の適用においては、取得期間は通常の勤務をしているものとみなす。
第４章 子の看護休暇
（子の看護休暇）
第 22 条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、負傷し、若しくは疾病に
かかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるため
に、就業規程第 15 条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が１人の場合は１年間に
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つき５日、２人以上の場合は１年間につき 10 日を限度として、子の看護休暇を取得する
ことができる。この場合の１年間とは、４月１日から翌年３月 31１日までの期間とす
る。ただし、労使協定によって除外された次の職員からの子の看護休暇の届出は拒むこと
ができる。
（１）入社６箇月未満の職員
（２）1 週間の所定労働日数が２日以下の職員
２

子の看護休暇は、時間単位で取得することができる。

３

取得しようとする者は、原則として、事前に介護休暇申出書（様式 10）により公社に
申し出るものとする。

（子の看護休暇の給与等）
第 23 条 本制度の適用を受ける間の給与又は賃金については、給与規程又は臨時職員労働
条件規程に基づき、不就労時間については支給しない。
２

昇給、賞与及び退職金並びに年次有給休暇の出勤率の算定に当たっては、取得期間は通
常の勤務をしているものとみなす。
第５章 介護休暇

（介護休暇）
第 24 条 要介護状態にあたる家族の介護その他の世話をする職員は、公益財団法人四万十
公社就業規程（平成 24 年公社規程第 10 号。以下「就業規程」という。
）第 15 条に規定す
る年次有給休暇とは別に、当該家族が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は
１年間につき 10 日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の１年間
とは、４月１日から翌年３月 31 日までの期間とする。ただし、労使協定によって除外さ
れた次の職員からの介護休暇の申出は拒むことができる。
（１）入社６箇月未満の職員
（２）1 週間の所定労働日数が２日以下の職員
２

介護休暇は、時間単位で取得することができる。

３

取得しようとする者は、原則として事前に子の看護休暇申出書（様式 10）公社により
申し出るものとする。

（介護休暇中の給与等）
第 25 条 本制度の適用を受ける間の給与又は賃金については、公益財団法人四万十公社給
与規程（平成 24 年公社規程第 11 号。以下「給与規程」という。
）又は公益財団法人四万
十公社臨時職員等の労働条件規程（平成 24 年公社規程第 14 号。以下「臨時職員労働条件
規程」という。
）に基づき、不就労時間については支給しない。
２

昇給、賞与及び退職金並びに年次有給休暇の出勤率の算定に当たっては、取得期間は通
常の勤務をしているものとみなす。
第６章 所定外労働の免除

（育児のための所定外労働の免除）
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第 26 条 ３歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために申し出た場合には、
事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはな
い。
２

前項にかかわらず、労使協定によって除外された次の職員からの所定外労働の免除の申
出は拒むことができる。

（１）入社１年未満の職員
（２）１週間の所定労働日数が２日以下の職員
３

申出をしようとする者は、１回につき、１箇月以上１年以内の期間（以下この条におい
て「免除期間」という。
）について、免除を開始しようとする日（以下この条において
「免除開始予定日」という。
）及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則とし
て免除開始予定日の１箇月前までに、育児のための所定外労働免除申出書（様式７）を公
社に提出するものとする。この場合において、免除期間は、次条第３項に規定する制限期
間と重複しないようにしなければならない。

４

公社は、所定外労働免除申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出
を求めることがある。

５

申出の日後に申出に係る子が出生したときは、所定外労働免除申出書を提出した者（以
下この条において「申出者」という。）は、出生後２週間以内に公社に所定外労働免除対
象児出生届（様式３）を提出しなければならない。

６

免除開始予定日の前日までに、申出に係る子の死亡等により申出者が子を養育しないこ
ととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原
則として当該事由が発生した日に、公社にその旨を通知しなければならない。

７

次の各号に掲げるいずれかの事由を生じた場合には、免除期間は終了するものとし、当
該免除期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。

（１）子の死亡等免除に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日
（２）免除に係る子が３歳に達した場合
当該３歳に達した日
（３）申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
８

前項第１号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、公社
にその旨を通知しなければならない。
第７章 時間外労働の制限

（育児・介護のための時間外労働の制限）
第 27 条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は
要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、就
業規程第 14 条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支
障がある場合を除き、１箇月について 24 時間、１年について 150 時間を超えて時間外労
働させることはない。
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２

前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員からの時間外労働の制限の申出
は拒むことができる。

（１）雇用期間に定めのある職員でその単位を１日とする職員
（２）入社１年未満の職員
（３）１週間の所定労働日数が２日以下の職員
３

申出をしようとする者は、１回につき、１箇月以上１年以内の期間（以下この条におい
て「制限時間」という。
）について、制限を開始しようとする日（以下この条において
「制限開始予定日」という。
）及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則とし
て、制限開始予定日の１箇月前までに、育児・介護の為の時間外労働制限申出書（様式
８）を公社に提出するものとする。この場合において、制限期間は、前条第２項に規定す
る免除期間と重複しないようにしなければならない。

４

公社は、時間外労働制限申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出
を求めることがある。

５

申出の日後に申出に係る子が出生したときは、時間外労働制限申出書を提出した者（以
下この条において「申出者」という。）は、出生後２週間以内に公社に時間外労働制限対
象児出生届（様式３）を提出しなければならない。

６

制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が子を養育又は家
族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合におい
て、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、公社にその旨通知しなければならな
い。

７

次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当
該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。

（１）家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
（２）制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が６歳に達する日の属する年度の３月 31 日
（３）申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
８

前項第１号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、公社
にその旨を通知しなければならい。
第８章 深夜業の制限

（育児・介護のための深夜業の制限）
第 28 条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は
要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、就
業規程第 14 条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後 10
時から午前５時までの間（以下「深夜」という。
）に労働させることはない。
２

前項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員からの深夜業の制限の申出は拒むこと
ができる。

（１）雇用期間に定めのある職員でその単位を１日とする職員
育児・介護休業規程
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（２）入社１年未満の職員
（３）申出に係る家族の１６歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員
ア

深夜において就業していない者（１箇月について深夜における就業が３日以下の

者を含む。
）であること。
イ

心身の状況が申出に係る子の保育又は家族の介護することができる者であるこ

と。
ウ

６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14 週間）以内に出産予定でなく、かつ産後

８週間以内でない者であること。
（４）１週間の所定労働日数が２日以下の職員
（５）所定労働時間の全部が深夜にある職員
３

申出をしようとする者は、１回につき、１箇月以上６箇月以内の期間（以下この条にお
いて「制限期間」という。
）について、制限を開始しようとする日（以下この条において
「制限開始予定日」という。
）及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則とし
て、制限開始予定日の１箇月前までに、育児・介護のための深夜業制限申出書（様式９）
を公社に提出するものとする。

４

公社は、深夜業制限申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求
めることがある。

５

申出の日後に申出に係る子が出生したときは、深夜業制限申請書を提出した者（以下こ
の条において「申出者」という。
）は、出生後２週間以内に公社に深夜業制限対象児出生
届（様式３）を提出しなければならない。

６

制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が子を養育又は家
族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合におい
て、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、公社にその旨を通知しなければなら
ない。

７

次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当
該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。

（１）家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
（２）制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が６歳に達する日の属する年度の３月 31 日
（３）申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
８

前項第１号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、公社
にその旨を通知しなければならない。

９

制限期間中の給与又は賃金については、別途定める給与規定又は臨時職員労働条件規程
に基づく基本給を時間換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当の全額を支
給する。

10

深夜業の制限を受ける職員に対して、公社は必要に応じて昼間勤務ヘ転換させることが
ある。
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第９章 所定労働時間の短縮措置等
（育児短時間勤務）
第 29 条 ３歳未満の子を養育する職員は、申し出ることにより、就業規程第 12 条又は臨時
職員勤務条件規程第 10 条の所定労働時間について、次のように変更することができる。
（１）１箇月単位の変形労働時間制を適用しない職員は、所定労働時間を午前９時 30 分か
ら午後４時 30 分まで（うち休憩時間は午後０時 30 分から午後１時 30 分までの 60 分と
する。）の６時間とする（１歳に満たない子を育てる女性職員は更に別途 30 分ずつ２回
の育児時間を請求することができる。）。
（２）１箇月単位の変形労働時間制を適用する職員は、勤務時間及び休憩時間については労
使での話し合いとする（１歳に満たない子を育てる女性職員は更に別途 30 分ずつ２回
の育児時間を請求することができる。）。
２

前項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員から育児短時間勤務の申出は拒むこと
ができる。

（１）雇用期間に定めのある職員でその単位を１日とする職員
（２）１日の所定労働時間が６時間以下であるパートタイム職員
（３）労使協定によって除外された次の職員

３

ア

入社１年未満の職員

イ

１週間の所定労働日数が２日以下の職員

申出をしようとする者は、１回につき、１箇月以上１年以内の期間について、短縮を開
始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始
予定日の 1 箇月前までに、育児短時間勤務申出書（様式 11）により公社に申し出なけれ
ばならない。申出書が提出されたときは、公社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務
取扱通知書（様式 13）を交付する。その他適用のための手続き等については、第３条か
ら第５条までの規定（第３条第２項及び第４条第３項を除く。）を準用する。

（所定労働時間の短縮措置中の給与等）
第 30 条 本制度の適用を受ける間の給与又は賃金については、給与規程又は臨時職員労働
条件規程に基づき、不就労時間については支給しない。
２

昇給及び退職金並びに年次有給休暇の出勤率の算定に当たっては、取得期間は通常の勤
務をしているものとみなす。

（介護短時間勤務）
第 31 条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申し出ることにより、対象家族１人当
たり通算 93 日間の範囲内を原則として、就業規程第 12 条又は臨時職員労働条件規程第
10 条の所定労働時間について、次のように変更することができる。
（１）１箇月単位の変形労働時間制を適用しない職員は、所定労働時間を午前９時 30 分か
ら午後４時 30 分まで（うち休憩時間は午後０時 30 分から午後１時 30 分までの 60 分と
する。）の６時間とする。ただし、同一家族について既に介護休業をした場合又は異な
る要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して 93
日間までを原則とする。
（２）１箇月単位の変形労働時間制を適用する職員は、勤務時間及び休憩時間については労
使での話し合いとする。ただし、同一家族について既に介護休業をした場合又は異なる
育児・介護休業規程
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要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して 93 日
間までを原則とする。
２

前項にかかわらず、雇用期間に定めのある職員でその単位を１日とする職員は、介護短
時間勤務をすることができない。

３

申し出をしようとする者は、１回につき、93 日（介護休業をした場合又は異なる要介
護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93 日からその日数を控除した日
数）以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明
らかにして、原則として、短縮開始予定日の２週間前までに、介護短時間勤務申出書（様
式 12）により公社に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、公社は速や
かに申出者に対し、介護短時間勤務取扱通知書（様式 13）を交付する。その他適用のた
めの手続等については、第３条から第５条までの規定を準用する。

（介護短縮措置中の給与等）
第 32 条 本制度の適用を受ける間の給与又は賃金については、給与規程又は臨時職員労働
条件規程に基づき、不就労時間については支給しない。
２

昇給及び退職金並びに年次有給休暇の出勤率の算定に当たっては、取得期間は通常の勤
務をしているものとみなす。
附 則
この規程は、理事会の議決の日に施行し、平成２４年７月１日に遡及して適用する。この

場合において、すでに育児休業等を受けている者若しくは受けることが可能であったものに
ついては不利益がないよう取り扱うものとする。
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職員倫理規程
公益財団法人四万十公社職員倫理規程（平成 24 年規程第 16 号）
（目的）
第１条 この規程は、公益財団法人四万十公社（以下「公社」という。）に勤務する職員と
利害関係者との接触等に関し遵守すべき事項等を定めることにより、職務の遂行に際し疑
惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公社の行う業務に対する信頼を確保する
ことを目的とする。
（職員の基本的な心構え）
第２条 職員は、その服務について、公社の就業規程その他関係法令を遵守するほか、この
規程に従わなければならない。
２

職員は、自らの行動が業務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動
について常に公私の別を明らかにし、その職務上の権限や地位を私的な利益のために用い
てはならない。

（管理・監督者の遵守事項）
第３条 職員のうち、チーフ以上の地位にある者（以下「管理・監督者」という。）は、率
先垂範して服務規律の徹底を図るとともに、監督責任を十分自覚し、部下職員に対する指
導監督を怠ってはならない。
（利害関係者との接触に当たっての禁止事項）
第４条 職員は、利害関係者との接触に当たっては、労働時間内外を問わず、次に掲げる行
為をしてはならない。
(1) 供応接待を受けること。
(2) 会食（パーティーを含む。
）をすること。
(3) 遊技（スポーツを含む。
）又は旅行をすること。
(4) 中元、歳暮等の贈答品を受領すること。
(5) 金銭（祝儀等を含む。
）商品券等の贈与を受けること。
(6) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(7) 対価を払わずに利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(8) 対価を払わずに利害関係者の負担により、無償で不動産、物品等の貸付けを受ける
こと。
２

前項各号に掲げる行為には、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活における行為
であって、職務に関係のないものは除くものとする。ただし、私的な交際、社交儀礼行為
等を口実にして行われる行為は含まれるものとする。

３

第 1 項各号に掲げる行為であっても、次の手続き等を経た行為は除くものとする。

(1)

第 1 項第 2 号の会食行為について、事前に理事長に届け出て了解を得た場合で、そ

の会食の費用を個人又は公社が負担するとき。
(2)

第 1 項第 2 号の会食行為であって、会食の費用が 1,000 円相当の儀礼的な範囲で利

害関係者が負担した場合に、速やかに理事長に届け出たとき。
職員倫理規程
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(3)

第 1 項第３号の遊戯行為について、事前に理事長に届け出て了解を得た場合で、そ

の遊戯の費用を個人又は公社が負担するとき。
(4)

第 1 項第４号の贈答品の受領行為について、贈答品の額が 5,000 円相当以下の場合

で、その内容を理事長に届け出たとき。
（違反者に対する措置）
第５条 職員に、前条の規定に違反するおそれがあると認められる場合には、当該職員の上
司は、当該職員に対し、当該行為について注意をしなければならない。
２

職員に、前条の規定に違反する行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合におい
ては、当該職員の所属長は、当該職員から事情聴取を行うなどの実情調査を行い、その結
果を理事長に報告するものとする。

３

理事長は、前項の報告の結果、当該職員が前条の規定に違反する行為があったと認めら
れる場合においては、就業規程に定める手続により懲戒処分を行うものとする。

（補則）
第６条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附

則

この規程は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。
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懲戒処分の基準
公益財団法人四万十公社懲戒処分の基準（平成 24 年規程第 17 号）
第１

基本事項

本基準は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。
具体的な量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③

非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為と

の関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ判断す
るものとする。個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもあり得
るところである。
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るもので
あり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
懲戒処分に当たっては、本基準による具体的な量定を判断し、理事会で審査し理事長が決
定する。
第２
１

標準例

一般服務関係

(１) 欠勤
ア 正当な理由なく 10 日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく 11 日以上 20 日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく 21 日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。
(２) 遅刻・早退
労働時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。
(３) 休暇の虚偽申請
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。
(４) 勤務態度不良
労働時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給
又は戒告とする。
(５) 職場内秩序びん乱
ア 上司に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。
イ 上司に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。
(６) 虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。
懲戒処分の基準
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(７) 違法な職員団体活動
ア

法令に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は公社の活動能率を低下
させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。

イ

法令に違反して上記の違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若し
くはあおった職員は、免職又は停職とする。

(８) 秘密漏えい
職務上知ることのできた秘密を漏らし、公社の運営に重大な支障を生じさせた職員は、
免職又は停職とする。
(９) 個人の秘密情報の目的外収集
その職務を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事
項が記載された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。
(10) 政治的目的を有する文書の配布
政治的目的を有する文書を配布した職員は、戒告とする。
(11) 兼業の承認等を得る手続のけ怠
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は
報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事
することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。
(12) セクシュアル・ハラスメント（他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他
の職員を不快にさせる職場外における性的な言動）
ア

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関
係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為を
した職員は、免職又は停職とする。

イ

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内
容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動（以下「わいせつ
な言辞等の性的な言動」という。
）を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合
においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心
的ストレスの重積による精神疾患に罹息したときは、当該職員は免職又は停職とする。

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、
減給又は戒告とする。
(注)

処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判

断するものとする。
２

公金等取扱い関係

(１) 横領
公金又は町若しくは公社の財産を横領した職員は、免職とする。
(２) 窃取
公金又は町若しくは公社の財産を窃取した職員は、免職とする。
(３) 詐取
人を欺いて公金又は町若しくは公社の財産を交付させた職員は、免職とする。
(４) 紛失
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公金又は町若しくは公社の財産を紛失した職員は、戒告とする。
(５) 盗難
重大な過失により公金又は町若しくは公社の財産の盗難に遭った職員は、戒告とする。
(６) 公社の財産損壊
故意に職場において町若しくは公社の財産を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(７) 出火・爆発
過失により職場において町若しくは公社の財産の出火、爆発を引き起こした職員は、戒
告とする。
(８) 諸給与の違法支払・不適正受給
故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の
届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。
(９) 公金又は町の財産の処理不適正
自己保管中の公金の流用等公金又は町若しくは公社の財産の不適正な処理をした職員は、
減給又は戒告とする。
(10) コンピュータの不適正使用
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公社の運営に支障
を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
３

公務外非行関係

(１) 放火
放火をした職員は、免職とする。
(２) 殺人
人を殺した職員は、免職とする。
(３) 傷害
人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。
(４) 暴行・けんか
暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒
告とする。
(５) 器物損壊
故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(６) 横領
自己の占有する他人の物（公金及び町の財産を除く。）を横領した職員は、免職又は停職
とする。
(７) 窃盗・強盗
ア 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。
(８) 詐欺・恐喝
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職
とする。
(９) 賭博
懲戒処分の基準
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ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
(10) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用
麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した職員は、免職とする。
(11) 酩酊による粗野な言動等
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴
な言動をした職員は、減給又は戒告とする。
(12) 淫行
18 歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与するこ
とを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
(13) 痴漢行為
公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。
４

交通事故・交通法規違反関係

(１) 飲酒運転での交通事故（人身事故を伴うもの）
ア 酒酔い運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職又は停職とする。
この場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職とする。
イ

酒酔い運転で人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職とする。この場合において事
故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職とする。

ウ

酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職又は停職とす
る。この場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職とする。

エ

酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合に
おいて事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

(２) 飲酒運転以外での交通事故（人身事故を伴うもの）
ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場
合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
イ

人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において事故後の救護を
怠る等の措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

(３) 交通法規違反
ア

酒酔い運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において物の損壊に
係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職
又は停職とする。

イ

酒気帯び運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又
は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をし
た職員は、停職又は減給とする。

(注)

処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断

するものとする。
５

監督責任関係

(１) 指導監督不適正
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部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠い
ていた職員は、減給又は戒告とする。
(２) 非行の隠ぺい、黙認
部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職
員は、停職又は減給とする。
第３
１

内部通報

法令違反等の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益
も受けないものとする。

２

法令違反等の事実を自ら発覚前に申し出た職員に対しては、懲戒処分等の量定を軽減す
ることができるものとする。
第４

１

公表基準

公表する懲戒処分等の内容
四万十町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に準拠し、減給以上の処分につい

ては、原則として、非処分者の所属、年齢、処分内容、処分年月日及び処分理由を、速やか
に町長に報告する。なお、懲戒免職の場合、起訴等により氏名等が公にされている場合、社
会的影響が著しく大きいと判断される場合は、職名、氏名等についても町長に報告し、必
要に応じて公表する。
２

公表の例外
被害者等が公表しないように求めている事案は公表しない。
第５

昇給のための勤務成績の判断基準

職員がこの懲戒処分の基準の規定により処分等を受けた場合においては、原則として職
員は良好な成績で勤務しなかったものとし、公社給与規程により、これらの職員を昇給さ
せるか否か、及び昇給させる場合の昇給の号給数は、次表に掲げる判定基準によるものと
する。
処分等の区分
１

停職処分を受けた職員

昇給なし

２

減給処分を受けた職員

２号給を減じる

３

戒告処分を受けた職員

１号給を減じる

第６
１

判定基準

夏期手当等の勤務成績の判断基準

給与規程第 28 条に規定する夏期手当、冬期手当及び業績手当の基準日以前６ケ月以内
（業績手当にあっては基準日以前 1 年以内）の期間において、この 懲戒処分の基準の規定
により処分等を受けた職員は、次表のとおりの率によりとする。
処分等の区分

判定基準
懲戒処分の基準
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６月・12 月・３月

２

１

停職処分を受けた職員

100 分の 36

２

減給処分を受けた職員

100 分の 46

３

戒告処分を受けた職員

100 分の 56

前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用
する。
第７

施行日等

１

この基準は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。

２

この基準の施行の日の前日までに、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律（平成 18 年法律第 50 号）第 106 条第１項に定める移行の登記以前の財団法人四万
十町地域振興公社が行った決定、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定に
よりなされたものとみなす。
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懲戒処分の基準

セクシュアルハラスメント防止規程
公益財団法人四万十公社セクシュアルハラスメント防止規程（平成 27 年規程第 19 号）
（目的）
第１条 本規程に公社就業規程（平成 24 年規程第 10 号。以下「就業規程」という。）第９
条に基づき、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止および性的な言動に起因する
問題に対する雇用管理上の措置などを定めは、男女雇用機会均等法ならび、役員及び全職
員が本規程を遵守し、セクシュアルハラスメントのない健全な職場環境を実現することを
目的とする。
（定義）
第２条 セクシュアルハラスメントとは、職場において性的な言動により当該職員の労働条
件に不利益を与えること、または他の職員の就業環境を害すると判断される全ての性的な
言動をいう。
２

前項の職場とは、社内外問わず業務遂行に関する全ての場所をいい、また勤務時間外で

あっても業務の延長とみなされる時間も含まれる。
３

第１項の職員とは、性的な言動の対象となる被害者のみに限らず、性的な言動により就

業環境を害されたすべての職員を含むものとする。
（適用）
第３条 本規程は、役員、正職員、臨時職員、パートタイム職員等、公社内での職制、身
分、性別を問わず、公社の業務に従事する全ての者に適用する。
（禁止事項）
第４条 すべての役職員は、以下の言動を行ってはならない。
(１)職制を利用して交際の強要、性的関係の強要をすること
(２)性的および身体上の事柄に関する不必要な発言・質問を行うこと
(３)相手の意に添わない身体への接触を意図的に行うこと
(４)わいせつ図画（ポルノ写真、ヌードカレンダーなど含む）の閲覧、配布、掲示するこ
と
(５)私生活上の秘密や個人の性に関する噂を、意図的に流布すること
(６)性別に関しての差別的発言をすること
(７)性的な言動への抗議または拒否などを行なった職員に対して、解雇、配置転換、不当
な人事評価など労働条件に不利益を与えること
(８)その他、前各号に準ずる行為を行うこと
２

上司は、部下である職員がセクシュアルハラスメントを受けている事実を知りながら、
これを黙認、黙殺する行為をしてはならない。

（相談および苦情処理）
第５条 セクシュアルハラスメントに関する相談および苦情処理の相談窓口を総務課に設け
ることとし、その責任者は総務課長とする。総務課長は、窓口担当者を配置し、その担当
者の名前を人事異動等の変更の都度、全職員に周知すると共に窓口担当者に対する対応マ
ニュアルの作成および必要な研修を行うものとする。
セクシュアルハラスメント防止規程
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２

セクシュアルハラスメントの被害者に限らず、すべての職員は性的な言動に関する相談
および苦情を窓口担当者に申し出ることができる。

３

相談窓口担当者は相談者からの事実確認の後、総務課長へ報告を行う。報告に基づき、
総務課長は相談者の人権に配慮した上で、必要に応じて行為者、被害者、上司並びに他の
職員等に事実関係を聴取する。

４

前項の聴取を求められた職員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

５

対応マニュアルに沿い、相談窓口担当者は総務課長に事実関係を報告し、総務課長は、

問題解決のための措置として、第７条による懲戒処分の他、行為者の異動等被害者の労働
条件および就業環境を改善するために必要な措置を講じる。
６

相談および苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されると共に、相

談をしたこと、または事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行
わない。
（懲戒処分）
第６条 職員が第４条に掲げる禁止事項に該当する事実が認められた場合は、就業規程第
40 条に基づき懲戒処分を行う。
（再発防止の義務）
第７条 総務課長は、セクシュアルハラスメントの事案が生じた場合、周知の再徹底および
研修の実施、事案発生の原因の分析と再発防止など、適切な再発防止策を講じなければな
らない。
附 則（平成 27 年 10 月 22 日理事会議決）
この規程は、平成 27 年 11 月 1 日から施行する。
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■報酬・給与
役員等の報酬・費用弁償規則
公益財団法人四万十公社役員等の報酬・費用弁償規則（平成 24 年規則第２
号）
（目的及び意義）
第１条 この規則は、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）
第 197 条において準用する第 89 条及び第 105 条並びに同法第 196 条、公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号。以下「認定法」という。）
第５条第 13 号及び公益財団法人四万十公社（以下「公社」という。）定款第 13 条及び第 29
条の規定に基づき、公社の役員及び評議員の報酬等の支給の基準並びに費用を含めた支給
の細目を定め、公社の妥当性と透明性の確保を図ることを目的とする。
（定義等）
第２条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。
（１）役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
（２）常勤役員とは、理事のうち、公社を主たる勤務場所とする専務理事をいう。
（３）非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
（４）報酬等とは、認定法第５条第 13 号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価とし
て受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問わない。
（５）費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費（宿泊費を含む。
）及
び手数料等の経費をいい、報酬等とは明確に区分されるものとする。
（報酬等の支給）
第３条

公社は、常勤役員及び非常勤役員の職務執行の対価として、その職務、資格等を勘

案して報酬を支給することができる。
２

常勤役員には、別表常勤役員給料表に基づき役員報酬を支給する。

３

役員等には、役員賞与を支給しない。

（役員の報酬等の総額等）
第４条 定款第 29 条で定める役員の報酬等の総額は、次の範囲とする。
（１）当該事業年度における公益事業及び収益事業に係る人件費のうち給与賃金及び賞与
の総額の５分の１以内

【平成 26 年定時評議員会議決による一部改正】

（定例報酬月額及び報酬日額の決定）
第５条

公社の常勤役員の定例報酬月額は、別表常勤役員給料表のとおりとし、理事会が決

定する。
２

非常勤役員のうち定例的に勤務する理事長の定例報酬月額は、次の範囲で理事会が決定
する。

（１）理事長の定例報酬月額

当該事業年度において別表常勤役員給料表に基づき決定し

た月額報酬の２分の１以内
３

前項以外の非常勤役員の報酬日額は、次の範囲で理事会が決定する。
役員等の報酬・費用弁償規則
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（１）理事長以外の非常勤役員の報酬日額

当該事業年度において別表常勤役員給料表に

基づき決定した月額報酬の 10 分の１以内
評議員の報酬日額は、公社定款第 13 条第１項に定める額の範囲とし、評議員会が決定す

４

る。この場合において前項の報酬日額を超えてはならないものとする。
（日割計算）
第６条

新たに役員等になった者には、その日から報酬（通勤手当を除く。以下この条につ

いて同じ。
）を支給する。
２

役員等が退職し、又は解任された場合には、その日までの報酬を支給する。

３

理事長又は常勤役員が死亡により退職した場合には、その月までの報酬を支給する。

４

第１項又は第２項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給す
るとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、そ
の月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって
計算する。

（端数の処理）
第７条 この規則により計算した金額に 50 銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、
50 銭以上１円未満の端数を生じたときは、これを１円に切り上げるものとする。
（定例報酬の支給）
第８条

定例報酬月額の支給日、支給方法並びに定例報酬より控除する額等支給に関する詳

細は、別に定める職員を対象とする給与規程（以下「給与規程」という。
）に準ずる。
（費用）
第９条 公社は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求
のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支
払うものとする。
２

常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は給与規程
に準ずる。

（公表）
第 10 条 公社は、この規則をもって、認定法第 20 条第１項に定める報酬等の支給の基準と
して公表するものとする。
（改正）
第 11 条 この規則の改正は、評議員会の議決により行うものとする。
（補則）
第 12 条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるも
のとする。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第
50 号）第 106 号第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
附 則（平成 26 年 6 月 24 日定時評議員会議決）
この規程は、平成 26 年６月 24 日から施行する。
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別表 常勤役員給料表（単位：円）
号

月額

第１号

350,000

第２号

375,000

第３号

400,000

第４号

425,000

第５号

450,000

第６号

475,000

第７号

500,000

第８号

525,000

第９号

550,000
【平成 26 年定時評議員会議決による一部改正】

役員等の報酬・費用弁償規則
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給与規程
公益財団法人四万十公社給与規程（平成 24 年規程第 11 号）
第１章 総則
（目的）
第 1 条 この規程は、公益財団法人四万十公社就業規程（平成 24 年規程第 10 号。以下「就
業規程」という。）第 10 条に基づき、職員の給与について必要な事項を定めることを目
的とする。
２

この規程において「職員」とは就業規程第２条に規定する職員（公益財団法人四万十公
社臨時職員等の労働条件規程（平成 24 年規程第 14 号）第２条に規定する職員を除く。）
をいう。

（給与）
第２条 この規程による給与の種類は次の通りとする。
（１）基本給
（２）基準手当
ア

管理職手当

イ

技能手当

ウ

通勤手当

エ

扶養手当

オ

住居手当

（３）割増手当
ア

時間外勤務手当

イ

宿直手当

（３）特別手当
ア

臨時手当

（４）賞与
ア

夏期手当

イ

冬期手当

ウ

業績手当

第２章 給与の計算及び支給
（給与の計算期間及び支給日）
第３条 給与の計算期間は、月の初日から末日とし、基準日は１日とする。入社日が月の途
中となる場合は、入社月の給料を日割計算とし、入社月の次月の１日を基準日とする。
２

給与の支給日を次のように定める。ただし、その日が土曜日に当たる場合は前日（その
日が国民の祝日に関する法律第３条第１項に規定する休日に当たる場合はその前日）を、
日曜日に当たるときは前々日を、同条第２項の規定適用を受けて、休日となるときは９日
を支給日とする。
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給

与 の

種 類

基本給、管理職手当、技能手当、通勤手当、

支 給 日
翌月の 12 日

扶養手当、住居手当
時間外勤務手当、宿直手当

翌月の 12 日

臨時手当

理事長の定める日

夏期手当、冬期手当

６月及び 12 月の 20 日

業績手当

理事長が定める日

（給与の計算方法）
第４条 新たに職員となった者（復職を含む。）又は、退職した者当該期間の給与は次の要
領で支給する。
（１）新たに採用された者（復職を含む。）及び休職者の給与は、職務の内容等を勘案し
て理事長が決定する。
（２）本人の都合により退職したもの及び懲戒解雇されたものに対しては、発令の日まで
の日割計算とする。
（３）職員が死亡した場合は、その日の属する月の末日まで給与を支給する。
（４）定年及び休職により退職したもの、又は公社の都合によって解雇された者について
は、当該期間の給与の全額を支給する。
２

前項の日割計算の算式は、次の通りとする。
算式＝給料（基本給＋技能手当）／２１×勤務日数

（給与の支払停止）
第５条 次の場合は給与を支給しない。
（１）就業規程第 16 条に規定する療養期間で休業補償を行うとき（ただし、３日間は事
業所が給与の６０％を補償する。）
（２）就業規程第 19 条、第 20 条及び第 21 条に規定する休暇及び休業期間【ｈ24.12 引用
条項調整】
（３）争議行為による休業期間
（給与の減額）
第６条 職員が勤務しないときは、勤務しないことにつき特に理事長の承認があった場合を
除き、当該職員の給料をその月の基本労働時間で除して得た額に勤務しない時間を積算
し、減額する。
（遅刻、早退者の給与）
第７条 職員が遅刻、早退のため所定の労働時間に満たない勤務をしたときは、理事長が特
に承認をした場合を除き、当該職員の給料をその月の基本労働時間で得た額に遅刻及び早
退時間を積算し、減額する。
（給与の支給方法）
第８条 給与は通貨で直接職員に、又は金融機関への振込みによって、その全額を支給す
る。ただし、控除する項目は次の通りに定める。
給与規程
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（１）法令に定められているもの
（２）労働基準法第 24 条の規定により協定を結んだもの。
（給与の端数計算）
第９条 給与の計算上生ずる１円未満の端数は、50 銭未満を切り捨て、50 銭以上を切り上
げる。
第３章 基本給
（基本給）
第 10 条 職員の給料は正規の労働時間に対する報酬であって、本人の技能及び職務の内容
等を勘案して各人毎に理事長が決定する。
（給料表）
第 11 条 給料表は別表１の通りとし、その適用については理事長が定める。
（職務の等級）
第 12 条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職
務の等級に分類するものとする。その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表
２に定める。
（初任給の基準）
第 13 条 新たに基本給の適用を受ける職員となった者の号級は、別表３に定める。
（昇給の基準）
第 14 条 職員が現号級を受けるに至ったときから、12 箇月を下らない期間を良好な成績で
勤務したときは、４号給上位の号給に昇給させることができる。ただし、前条の規定によ
り号給が決定された場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、その 12 箇
月の期間を短縮することができる。
２

休職又は、休業の為勤務しなかった職員が復職又は再び勤務するに至った場合、その者
の給料月額（昇給期間の延伸）を調整する事ができる。（休業・休職期間を差し引く。）

３

職員の勤務成績が特に良好である場合においては、第１項の規定にかかわらず、期間を
短縮し、現に受けている号級より８号給上位まで昇給させることができる。

４

50 歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、これを適用しない。

５

職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

６

前項の規定による昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第４章 基準手当

（管理職手当）
第 15 条 総括管理の地位にある職員について、その職務の特殊性に基づき別表４に定める
管理職手当を支給する。
２

総括管理の地位にある職員については、時間外勤務手当は支給しない。

（技能手当）
第 16 条 業務上特に技術を要する職に従事する者に対して、職務の特殊性に基づき予算の
範囲内において技能手当を支給することができる。
２

手当額は、３０，０００円を限度とし、職務の特殊性等を勘案して理事長が定める。
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名 称

職務の特殊性等

月 額

営業手当

労働時間外において、業務の内

10,000 円

備

考

営業開始 1 年以内の業務エリ

容の問い合わせや新規の加入者

アの新規加入者が、月間 5 名

確保に関する業務が頻繁に発生

を標準的な目標値とし、その

する職務（時間外勤務として命

年間成績に応じて理事長が別

令が発せられにくい営業業務）

に業績手当で調整し決定す
る。

資格手当

放送手当

職務に関連する国家資格等で理

30,000 円以下

当該資格が現に職務の遂行に

事長が認定した資格を取得して

で理事長が決

必要な職務に従事している期

いる職員若しくは取得した職員

定した額

間とする。

で職務の遂行において必要な従

理事長が認定した資格は、そ

事期間（当該資格が既に給料表

の都度、職員に公表・周知

の初任給の決定、昇給及び昇格

し、いつでも閲覧できるよう

で措置された場合を除く。）

に措置すること。

労働時間外において、短時間の

10,000 円

放送番組の制作に従事する職

業務が頻繁に発生することが予

員に支給し、その年間制作実

想される放送番組制作にかかる

績に応じて理事長が別に業績

職務

手当で調整し決定する。

（通勤手当）
第 17 条 通勤手当は、通勤距離が片道２キロメートル以上の職員に対して支給する。
２

通勤手当の月額は職員の通勤利用物区分に応じて、次の通りとする。
（１）通勤のため交通機関等を利用する職員については、１箇月の通勤に要する運賃等に
相当する額（その額が２０，０００円を超えるときは、その額と２０，０００円との
差額の２分の１（その差額の２分の１が５，０００円を超えるときは、５，０００
円）を２０，０００円に加算した額）を支給する。
（２）自動車等交通用具を利用して通勤する職員については、別表５に定める額

（扶養手当）
第 18 条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対し、支給する。
２

前項の扶養親族とは、以下の者が生計の道がなくその職員の扶養を受けている者をい
う。
（１）配偶者
（２）満 18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある子
（３）60 歳以上の父母等

３

扶養手当の月額は、前項第 1 号配偶者については１０，０００円とし、前項第２号のう
ち、子については２人まで各４，５００円、その他の扶養親族については１人につき１，
０００円とする。

給与規程
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第 19 条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次のいずれかに該当す
る事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を理事長に届出なければならな
い。
（１）新たに扶養親族として要件を具備するに至った者がある場合
（２）扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合
（３）扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合
（４）扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合
２

扶養手当の支給は、次の通りに支給する。
（１）新たに職員となった職員に扶養親族がある場合、職員となった日
（２）扶養親族がない職員に前項第 1 号の事実が発生した場合、発生した日の属する月の
翌月（これらの日が月の初日ならばその日の属する月）から支給
（３）扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合は事実が生じた日の属する
月（これらの日が月の初日ならばその日の属する前月）をもって終わる。
（４）扶養手当の支給開始については、規程による届出が事実の生じた日から 15 日を経
過した後にされたときは、届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日で
ある時は、その日の属する月）から行うものとする。

３

扶養手当を受けている職員に更に第１項第 1 号に掲げる事実が生じた場合、又扶養親族
で同項の規定による届出に係るものの一部について同項第 2 号の事実が生じた場合、又は
同項第 3 号若しくは同項第 4 号の事実が生じた場合は、生じた日の属する月の翌月（生じ
た日が月の初日であればその日の属する月）から支給額を改定する。

（住居手当）
第 20 条 自ら居住するため住宅（貸間を含む。）を借り受け家賃（使用料を含む。以下同
じ。）を支払っている職員には、住居手当を支給する。ただし、２０,０００円を限度額
とし、その額に 100 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。
月額 23,000 円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から 12,000 円を控除した額

月額 23,000 円を超え月額 41,000 円以下のる家賃

家賃の月額から 23,000 円を控除した額

を支払っている職員

の２分の１を 11,000 円に加算した額

月額 41,000 円を超える家賃を支払っている職員

20,000 円

第５章 割増手当
（時間外勤務手当）
第 21 条 正規の労働時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の労働時間を
超えて勤務した全時間に対して、次の算式により計算した時間外勤務手当を支給する。
算式＝給料（基本給＋技能手当）／21／８ｈｒ×１．25×時間外労働時間数
（休日労働割増手当）
第 22 条 休日に勤務を命ぜられた職員は、次の算式により計算した休日労働割増手当を支
給する。
算式＝給料（基本給＋技能手当）／21／８ｈｒ×１．35×休日労働時間数
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（時間の端数計算）
第 23 条 時間外勤務手当の一支払期間の合計において１時間未満の端数が生じた場合、
30 分未満は切捨て、30 分以上は１時間に切り上げる。
（支給除外）
第 24 条 公社以外の勤務で労働時間の認定できない場合、又は出張勤務の職員に対して
は、原則として時間外勤務手当を支給しない。
第６章 宿直手当
（宿直労働時間）
第 25 条 宿直勤務を命ぜられた職員は、突発的な事故、災害にいつでも対応できるように
事務室で待機しなければならない。ただし、午後１０時から翌朝午前５時までの間は、宿
直室において仮眠をとることができる。
２

宿直回数は、月３回までとする。

（宿直手当）
第 26 条 宿直勤務を命ぜられた職員に宿直１回につき、３，５００円を限度して宿直手当
を支給する。
２

前項の勤務は、第 21 条の勤務には含まれないものとする。
第７章 特別手当

（臨時手当の支給）
第 27 条 公社は必要と認めた場合、職員に対し臨時手当を支給することができる。
２

臨時手当の額及び支給方法は、理事会で定める。
第８章 賞与

（賞与、業績手当の支給）
第 28 条 賞与は、夏期手当及び冬期手当とし、夏期手当は６月１日、冬期手当は 12 月１日
（以下この条においてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在籍する職員に対し
て支給する。
２

公社業績によって３月 31 日に在職する職員（在職期間が 12 箇月に満たない者を除
く。）に対して業績手当を支給することができる。

３

賞与の額は、夏期及び冬期手当基礎額に、夏期にあっては１．２月を冬期にあっては
１．８月を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間（休
業・休職期間を差し引く。ただし、産前産後の休暇、業務上の負傷又は疾病の場合、医師
の証明により必要と認める期間は除く。）の区分に応じて、次の表に定める割合に応じて
得た額とする。
在職期間
６箇月
５箇月以上６箇月未満

割合
１００％
８０％
給与規程
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３箇月以上５箇月未満

６０％

３箇月未満

５０％

備考
公社の職員で、就業規程第 13 条の規定により、理事長が業種により異
なる休日の日数を定めた場合は、在職期間による均衡を配慮し、その割合
を減ずる率を理事長が別に決定する。
４

業績手当の額は、理事会が定める基準により職員の業績に応じて理事長が定めるものと
する。

５

賞与及び業績手当の手当基礎額とは、基準日現在において職員が受けるべき給料の月額
とする。
附

則

１

この規程は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。

２

平成 24 年 4 月 1 日からこの規程の施行の日の前日までに、一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 50 号）第 106 条第１項に定める移行
の登記以前の財団法人四万十町地域振興公社が行った決定、手続きその他の行為は、それ
ぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、財団法人四万十町地域振興公社給
与規程は、平成 24 年 3 月 31 日をもって廃止する。

附

則

この規程は、理事会の議決の日から施行し、平成 24 年 7 月 1 日に遡及して適用する。
附

則（平成 25 年 3 月 26 日理事会議決）

この規程は、平成 25 年４月 1 日から施行する。
附

則（平成 27 年 10 月 22 日理事会議決）

この規程は、平成 27 年 11 月 1 日から施行する。

別表１ 給料表（第 11 条関係）
職務級

１級

２級

職名

担当

チーフ

給料月額

給料月額

号給
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３級
課長
館長・所長
給料月額

４級

５級

事務局次長

事務局長

給料月額

給料月額

円

円

円

円

円

122,400

186,100

223,200

262,200

289,500

2

123,500

187,900

225,100

264,300

291,800

3

124,700

189,700

227,000

266,300

294,100

4

125,800

191,500

228,800

268,400

296,400

5

126,900

193,100

230,500

270,500

298,500

6

128,000

194,900

232,400

272,600

300,800

7

129,200

196,700

234,300

274,700

303,100

8

130,300

198,500

236,100

276,800

305,400

9

131,400

200,300

237,800

278,900

307,600

10

132,500

202,100

239,700

281,000

309,900

11

133,700

203,900

241,500

283,100

312,200

12

134,800

205,700

243,400

285,200

314,500

13

135,900

207,300

245,200

287,300

316,700

14

137,000

209,200

247,100

289,400

318,900

15

138,200

211,100

248,900

291,500

321,100

16

139,300

213,000

250,700

293,600

323,300

17

140,400

214,900

252,500

295,700

325,500

18

141,500

216,800

254,500

297,800

327,600

19

142,600

218,700

256,500

299,900

20

143,700

220,600

258,500

302,000

331,700

21

144,800

222,300

260,400

304,100

333,800

22

146,200

224,200

262,300

306,200

335,900

23

147,500

226,100

264,200

308,300

338,000

1
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24

148,800

228,000

266,000

310,400

340,100

25

150,100

229,600

268,000

312,400

341,800

26

151,600

231,400

269,900

314,500

343,800

27

153,100

233,100

271,800

316,600

345,800

28

154,700

234,900

273,700

318,700

347,800

29

156,000

236,400

275,600

320,700

349,700

30

157,500

237,900

277,500

322,800

351,600

31

159,000

239,400

279,400

324,900

353,500

32

160,500

240,900

281,300

327,000

355,400

33

161,900

242,400

283,000

328,700

357,300

34

164,600

243,900

284,900

330,700

359,100

35

167,200

245,400

286,800

332,800

360,900

36

169,800

247,000

288,700

334,900

362,600

37

172,500

248,300

290,400

336,800

364,500

38

174,200

249,900

292,200

338,800

365,900

39

175,900

251,500

294,000

340,800

367,400

40

177,600

253,100

295,800

342,800

368,900

41

179,100

254,500

297,700

344,700

370,400

42

180,900

255,900

299,400

346,600

371,600

43

182,700

257,300

301,100

348,500

372,800

44

184,500

258,700

302,800

350,400

374,000

45

186,100

260,000

304,500

352,300

375,000

46

187,600

261,400

306,200

353,900

375,900

47

189,100

262,800

307,900

355,500

376,800
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48

190,600

264,200

309,600

357,100

377,700

49

191,900

265,500

310,900

358,800

378,700

50

193,200

266,700

312,500

360,000

379,500

51

194,500

268,000

314,100

361,200

380,300

52

195,800

269,300

315,700

362,300

381,100

53

197,200

270,400

317,400

363,300

382,000

54

198,500

271,700

319,000

364,400

382,700

55

199,800

273,000

320,600

365,400

383,400

56

201,100

274,300

322,200

366,500

384,100

57

202,300

275,500

323,700

367,400

384,800

58

203,600

276,600

324,900

368,100

385,400

59

204,900

277,700

326,100

368,800

386,100

60

206,200

278,800

327,300

369,500

386,800

61

207,400

280,000

328,400

370,100

387,300

62

208,500

281,000

329,400

370,800

388,000

63

209,600

282,000

330,300

371,500

388,700

64

210,700

283,000

331,300

372,200

389,400

65

211,900

283,800

332,200

372,700

389,900

66

212,900

284,700

333,000

373,400

390,600

67

213,900

285,600

333,800

374,100

391,300

68

214,900

286,500

334,600

374,800

392,000

69

215,700

287,500

335,500

375,300

392,500

70

216,700

288,300

336,200

376,000

393,200

71

217,600

289,100

336,900

376,700

393,900
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72

218,600

289,900

337,600

377,400

394,600

73

219,500

290,700

338,100

377,900

395,100

74

220,500

291,200

338,700

378,600

395,800

75

221,500

291,700

339,300

379,300

396,500

76

222,500

292,200

339,900

380,000

397,200

77

223,300

292,600

340,300

380,500

397,600

78

224,300

293,000

340,800

381,100

398,300

79

225,300

293,400

341,300

381,700

399,000

80

226,400

293,800

341,800

382,300

399,700

81

227,200

294,100

342,300

383,000

400,200

82

228,000

294,500

342,800

383,600

400,900

83

228,800

294,900

343,300

384,200

401,600

84

229,600

295,300

343,800

384,800

402,300

85

230,400

295,600

344,300

385,400

402,800

86

231,100

296,000

344,800

386,000

87

231,800

296,400

345,300

386,600

88

232,500

296,800

345,800

387,200

89

233,300

297,100

346,200

387,900

90

234,100

297,500

346,700

388,500

91

234,900

297,900

347,200

389,100

92

235,700

298,300

347,700

389,700

93

236,400

298,500

348,000

390,400

94

237,100

298,900

348,500

95

237,800

299,300

349,000
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96

238,500

299,700

349,500

97

239,300

299,900

349,800

98

240,000

300,300

350,300

99

240,700

300,700

350,800

100

241,400

301,100

351,300

101

242,200

301,300

351,600

102

242,700

301,70

352,000

103

243,200

302,100

352,400

104

243,700

302,500

352,800

105

244,000

302,700

353,300

106

303,100

353,700

107

303,500

354,100

108

303,900

354,500

109

304,100

355,000

110

304,500

355,400

111

304,900

355,800

112

305,300

356,200

113

305,500

356,700

114

305,900

115

306,300

116

306,700

117

306,900

118

307,200

119

307,500
給与規程
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120

307,800

121

308,200

122

308,500

123

308,800

124

309,100

125

309,500

再任用

理事長が定

理事長が定

理事長が定

理事長が定

理事長が定

めた額

めた額

めた額

めた額

めた額

別表２ 級別標準職務基準表（第 12 条関係）
職務級

業 務 内

容

職名

１級

通常の業務を行う職務

担当

２級

著しく高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

チーフ

３級

課管理の地位にある職員で、所管業務を統括する職務

課長

４級

課長以下の職員を指揮し、事務局長等を補佐する職務

事務局次長

５級

公社の事務を代表する責任を有する職務

事務局長

別表３ 初任給基準表 （第 13 条関係）
初任給

１級５号給

備 考
ただし、初任給は職種による技能、免許、経験等を勘案し理事長が決定する。

別表４ 管理職手当（第 15 条関係）
職務の地位

管理職手当の月額

チーフ
統括管理の地位
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１０，０００円
課長

３０，０００円
給与規程

事務局次長

４０，０００円

事務局長

５０，０００円

備考

別表５ 通勤手当（第 17 条関係）
通勤距離（片道）

支給月額

２ｋｍ未満

支給なし

２ｋｍ以上 ～ ５ｋｍ未満

2,000 円

５ｋｍ以上 ～ 10ｋｍ未満

4,200 円

10ｋｍ以上

～ 15ｋｍ未満

7,100 円

15ｋｍ以上

～ 20ｋｍ未満

10,000 円

20ｋｍ以上

～ 25ｋｍ未満

12,900 円

25ｋｍ以上

～ 30ｋｍ未満

15,800 円

30ｋｍ以上

～ 35ｋｍ未満

18,700 円

35ｋｍ以上

～ 40ｋｍ未満

21,600 円

40ｋｍ以上

～ 45ｋｍ未満

24,400 円

45ｋｍ以上

～ 50ｋｍ未満

26,200 円

50ｋｍ以上

28,000 円

給与規程
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旅費規程
公益財団法人四万十公社旅費規程（平成 24 年規程第 12 号）
第１章 総則
（目的）
第１条

この規程は、公社の業務のために出張する役職員に対して支給する旅費に関し、必

要な事項を定めるものとする。
２

公社が役職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を
除くほか、この規程の定めるところによる。
（出張命令）

第２条 出張は、理事長（以下「命令権者」という。）の発する出張命令によって行わなけれ
ばならない。
２

命令権者は、通信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を
図ることができない場合で、かつ、旅費の支出が可能である場合に限り、命令を発するこ
とができる。

３

命令権者は、すでに発した命令を業務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情によ
り変更（取消しを含む。以下同じ）する必要があると認める場合には、自ら又は役職員の
申請に基づき、これを変更することができる。
（旅費の種類）

第３条 旅費は、普通旅費及び限定旅費の２種類とする。
（旅費計算の起点）
第４条 常勤役職員の旅費はその勤務地から、非常勤役員については居住地から計算する。
（旅費の計算）
第５条

旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算す

る。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経
路又は方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算す
る。
（取消料）
第 6 条 公社の都合による延期又は中止若しくは天災その他やむを得ない事情のため、あら
かじめ購入した旅券を取り消す場合には、その取り消しに要する費用は、公社の負担とす
る。
（旅費の請求）
第７条 旅費（概算払いに係る旅費を含む。）の支給を受けようとする役職員及び概算払いに
係る旅費の支給を受けた役職員でその精算をしようとする者は、必要な書類を添えてこれ
を当該旅費の支出又は支払をする者に提出しなければならない。この場合において必要な
添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類
を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受ける
ことができない。
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２

概算払いに係る旅費の支給を受けた役職員は、当該旅行を完了したあと速やかに当該旅
行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

３

前項の規定による精算の結果過払金があった場合は、速やかに当該過払金を返納しなけ
ればならない。
（公社外からの旅費給付）

第８条

公社外からの当該出張に関し、旅費の給付を受けたときはその額がこの公社の支給

額に足りない部分を支給する。
（公社の車両等の利用）
第９条

公社所有の車両又は公社が経費を負担する車両により出張するときは、その車両利

用の区間にかかる交通費は支給しない。
２

自己の所有する車両を利用する場合は、事前に命令権者の承認を得なければならない。
（規程外の取扱い）

第 10 条 この規程によることができない特別の事由のある場合については、その都度理事長
がこれを定める。
第２章 普通旅費
（普通旅費）
第 11 条 普通旅費は、交通費、日当及び宿泊料とし、別表旅費支給表により支給する。
（交通費の計算）
第 12 条 交通費は、次の各号によって計算する。
（１）鉄道賃は、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
（２）船賃は、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
（３）航空賃は、路程に応じ旅客運賃等により支給する。ただし、航空賃と宿泊料が一体と
なった旅客運賃の場合は、宿泊料は別に支給しない。
（４）交通機関の運賃は、普通運賃を原則とする。ただし、業務の都合によって特急等の乗
車を命ぜられたときは、その料金を加算する。
（５）陸路出張について、路程に応じ一般定期線交通機関の旅客運賃により支給する。た
だし、一般定期線交通機関を利用し得ない地区に対する出張については、別表の車賃
定額により支給する。
（６）前項のただし書の規定により通算した路程に１km 未満の端数を生じたときはこれを
切り捨てる。
（７）業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の交通費で出張の実費を
支弁することができない場合には実費額とする。ただし、この場合は、領収書及び事
実の証明を要する。
（日当の計算）
第 13 条 旅費計算上の出張日数は、出張のため現に要した日数による。
（宿泊料の計算）
第 14 条 宿泊料の額は、別表の定額による。ただし、別表の定額を超える宿泊所を利用しな
ければならない特別の理由がある場合は、事前に命令権者の承認を得て、支払証明をもっ
て精算することができる。
旅費規程
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第３章 限定旅費
第 15 条 公社は、４泊以上の講習会、研修会等の出張命令において、宿泊所を指定するなど
特別な事情にあっては、合理的な範囲において限定旅費を支給することができる。
別表（第 11 条関係）
旅費支給表

車賃、日当及び宿泊料

車賃（１ｋｍにつき）

35 円

日当

2,000 円

（200ｋを超える旅行の場合 1 日につき）
宿泊料

県内

8,000 円

県外

12,000 円

（1 泊につき）

備考
①

移動距離が 200ｋｍ以内の旅行の日当については、この表の規定にかかわらず、支給しな
いものとする。

②

第９条の規定により公社所有の車両等を運転する者については、１日の走行距離が 200
ｋｍを超えるの旅行の場合にのみ 1,000 円を支給する。

③

宿泊費については、別表の金額を上限とし、実費支給とする。
附 則

１

この規程は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。

２

平成 24 年 4 月 1 日からこの規程の施行の日の前日までに、一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 50 号）第 106 条第１項に定める移行
の登記以前の財団法人四万十町地域振興公社が行った決定、手続きその他の行為は、それ
ぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、財団法人四万十町地域振興公社旅
費規程は、平成 24 年 3 月 31 日をもって廃止する。
附 則（平成 27 年 10 月 22 日理事会議決）
この規程は、平成 27 年 11 月 1 日から施行する。
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退職金規程
公益財団法人四万十公社退職金規程（平成 24 年規程第 13 号）
第１章 総則
（趣旨）
第１条 この規程は、公益財団法人四万十公社就業規程（平成 24 年規程第 10 号）第 31 条の
規定により、職員の退職金に関する必要な事項を定めるものとする。
（適用除外）
第２条 臨時職員又はパートタイム職員は、この規程を適用しない。
（退職金の支給）
第３条 職員が退職した時は、退職金を支給する。
２

退職金の支給は、公社が各職員について中小企業退職金共済事業団（以下「事業団」と
いう。）との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
（退職金算定期間の始期）

第４条

新たに雇い入れた職員については、試用期間を経過し、正式採用となった月に事業

団と退職金共済契約を締結する。
（掛金）
第５条

退職金共済契約は、職員ごとにその基本給の額に応じ、別表１に定める掛金月額に

よって締結し、毎年３月に掛金を調整する。
（退職金の額）
第６条

退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法に定められた

額とする。
（退職金の減額）
第７条

理事長は、職員が懲戒解雇を受けた場合には、事業団に退職金の減額を申出ること

ができる。
（退職金支給方法）
第８条

退職金は、職員（職員が死亡したときは遺族）に交付する退職金共済手帳により、

事業団から支給を受けるものとする。
２

職員が退職または死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、本人または遺
族が、退職または死亡後１月以内に事業団に対して退職金を請求することができるよう、
遅滞なく退職金共済手帳を本人または遺族に交付する。
附

則

１

この規程は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。

２

この規程の施行の日の前日までに、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律（平成 18 年法律第 50 号）第 106 条第１項に定める移行の登記以前の財団法人四
万十町地域振興公社が行った決定、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定
退職金規程
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によりなされたものとみなす。
別表１
基本給月額

掛金月額

１２５，０００円以上１５０，０００円未満

５，０００円

１５０，０００円以上１７５，０００円未満

７，０００円

１７５，０００円以上２００，０００円未満

１０，０００円

２００，０００円以上２２５，０００円未満

１４，０００円

２２５，０００円以上２５０，０００円未満

１８，０００円

２５０，０００円以上

２０，０００円
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■品質管理
情報公開規程
公益財団法人四万十公社情報公開規程（平成 24 年規程第８号）
（目的）
第１条 この規程は、公益財団法人四万十公社（以下「公社」という。）が、一般社団法人及び一
般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）、公益社団法人及び公益財団法人の認定等
に関する法律（平成 18 年法律第 49 号）及び定款第 46 条に定めるところによる情報公開につ
いて、必要な事項を定めることを目的とする。
（公社の責務）
第２条 公社は、公社において発生（収集を含む。
）する文書をはじめとするすべての情報を何人
も利活用することができるよう整理し、積極的に公開することに努めなければならない。
２ 定款第 46 条に定める公社の活動状況、運営内容、財務資料等は、公社のホームページ、広報
誌等を利用し積極的に公開しなければならない。
３ 公開にあたっては、著作権に関する法令及び個人情報の保護に関する法令を順守し、公開す
ることによる不利益を侵害しないようにしなければならない。
（利用者の責務）
第３条 次条に規定する資料を閲覧又は謄写（法令において騰写が認められている場合並びに公
社において特に認めた場合）した者は、これによって得た情報を本来の目的以外に利用しては
ならない。
（情報公開の対象資料等）
第４条 公社において情報公開の対象とする資料（以下「公開対象資料」という｡）は、次の各号
に掲げるものとする。

（１）定款、規則及び規程並びに公社の重要な計画及び方針
（２）評議員選定委員、評議員、理事、監事及び職員の名簿
（３）認定、許可、認可等及び登記に関する書類
（４）評議員選定委員会、評議員会及び理事会の議事に関する書類
（５）財産目録
（６）役員等の報酬・費用弁償規則により確定された報酬額等
（７）事業計画書及び収支予算書等
（８）事業報告書及び計算書類等
（９）監査報告書
（10）第２条の規定により何人も利活用することができるように整理された情報
（11）その他法令で定める帳簿及び書類
２ 公開対象資料は、一般の閲覧に供するものとする。この場合においては、正当な理由がない
ときは、閲覧の請求を拒むこができない。
３ 第１項第２号について、公社の職員等以外の者から閲覧の請求があった場合には、これらに
情報公開規程
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記載され又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、これらの
閲覧をさせることができる。
４ 公開対象資料は、公社の主たる事務所に常時備え置くものとする。
５ 公開対象資料の備え置く期間等は、次のとおりとする。
（１）期間の制限なし 定款
（２）10 年間 評議員選定委員会、評議員会及び理事会の議事に関する書類

（３）５年間 第４条第１項に定める公開対象資料（前２号を除く。）
（閲覧場所・閲覧時期）
第５条 公開対象資料の閲覧場所は、公社の総務課とする。
２ 閲覧の日は、公社の休日以外の日とし、閲覧の時間は公社の業務時間内とする。
（閲覧の申謂手続）
、
第６条 公社の公開対象資料の閲覧を希望する者は､閲覧申請書（第１号様式）に必要事項を記載
し､理事長に提出しなければならない。
２ 総務課の情報公開事務担当者は、前項の閲覧申請書を受理したときは、閲覧受付簿（第２号
様式）に必要事項を記載しなければならない。
３ 閲覧者から閲覧している資料について説明を求められたときは、事務局長があらかじめ指名
した者が説明し、その経過は質疑応答記録簿（第３号棟式）に記載しておかなければならない。
４ 前項の税明に当たっては、公社の業務運営上重大な支障を及ぼすおそれがあると認められる
事項を除き、可能な限りその説明に努めるものとする．
（費用負担）
第７条 公開対象資料の閲覧は、無料とする。ただし、謄写（法令において認められている場合）
の場合は、実費負担とする。
（電磁的記録）
第８条 公開対象資料が電磁的記録をもって作成されている場合の閲覧請求等については、法令
の定めるところによる。
（補則）
第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

附

則

１

この規程は、公益財団法人四万十公社の設立の登記の日から施行する。

２

この規程の施行の日の前日までに、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律（平成 18 年法律第 50 号）第 106 条第１項に定める移行の登記以前の財団法人四
万十町地域振興公社が行った決定、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定
によりなされたものとみなす。
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番号

第１号様式（第６条第１項関係）

公社受付印

閲覧（謄写）申請書

日付
公益財団法人四万十公社 理事長 様
申請年月日 平成 年 月 日
申請者住所 （〒

－

）

申請者氏名
電話番号
閲覧（謄写）の目的

閲覧対象資料（該当するものにチェックをして下さい。）
□定款

□定款以外の規則等

□役職員の名簿

□理事会等の議事録

□認定・許可・認可・登記等に関する書類
□財産目録

□監査報告書

□事業計画書及び収支予算書等
□事業報告書及び計算書類等

□（

）

確認した資料の名称

謄写の費用

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．
10.

情報公開規程
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第２号様式（第６条第２項関係）
閲覧受付簿
受付番号

受付年月日
・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

閲覧申請者名

担当者

備考

第３号様式（第６条第３項関係）
質疑応答記録簿
受付番号
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受付年月日
・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

質問者名

回答者名

情報公開規程

質問

回答

個人情報保護方針
公益財団法人四万十公社個人情報保護方針
公益財団法人四万十公社（以下「公社」という。
）は、当公社が業務上使用する公社の顧客・
取引関係者などの個人情報について、個人情報保護に関する法令及び四万十町個人情報保護
条例第４７条その他の規範を遵守し、かつ国際的な動向にも配慮して自主的なルール及び体
制を確立し、以下の通り個人情報保護方針を定め、これを実行し維持することを宣言致しま
す。
記
1. 公社は、この宣言を実行するために、
「公益財団法人四万十公社個人情報保護規程」を定
め、一般に公表するとともに、公社従業者その他関係者に周知徹底させて実行し、改善・
維持してまいります。
2. 公社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、
「セキュリティ
管理計画」
（セキュリティポリシー）を立案し、不正アクセス対策、コンピュータウィル
ス対策等適切な情報セキュリティ対策を講じます。
3. 公社は、個人情報の入手にあたり、適法かつ公正な手段によって行い、不正な方法により
入手しないことはもちろん、個人情報の主体である本人から利用目的等について同意を
とるか、公社インターネットホームページに必要事項を告知します。
4. 公社は、個人情報を間接的に入手する場合、入手する個人情報について、提供者が本人か
ら適正に入手したものであるかどうかを確認し、契約上の手当てをし、当公社インター
ネットホームページに個人情報の利用目的等の必要事項を告知します。
5. 当公社は、情報主体（個人情報の本人様）が自己個人情報について、開示、訂正、使用停
止、消去等の権利を有していることを確認し、情報主体からのこれらの要求に対して異
議なく応じます。
6. 当公社は、個人情報を第三者との間で共同利用したり、業務を委託するために個人情報
を第三者に預託する場合、当該第三者について調査し必要な契約を締結し、その他法令
上必要な措置を講じます。
7. 具体的な個人情報収集、取り扱いのため以下の原則を定めます。

個人情報保護方針
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◆個人情報利用原則
・個人情報の利用は、収集目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた者のみ
が、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとします。
◆禁止事項等
1. 個人情報を第三者に提供することを原則として禁止します。
2. 個人情報の目的外利用、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の
漏えい行為をいたしません。また、大量な個人情報の持ち出しを誘発する私物のパソコ
ンの持ち込み、ＵＳＢメモリーの日常的な携帯等は原則として禁止します。
3. 当公社従業者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当
な目的に使用してはなりません。その業務に係る職を退いた後も、同様とし必要な措置
を講じます。
4. 次に示す内容を含む個人情報の収集、利用又は提供を行いません。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 人種、民族、門地、本籍地（所在都道府県に関する情報を除く。）、身体・精神障害、
犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
(3) 勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項
(4) 集団示威行為への参加、請願権の行使及びその他の政治的権利の行使に関する事項
(5) 保健医療及び性生活に関する事項
5. 電子文書を含む公社の文書を最適な環境と手法により管理運用し、職責に応じた権限に
よる情報共有を進め、私的な運用は行いません。
平成 24 年 10 月１日
理事長命令第 2 号

公益財団法人四万十公社
代表理事
理事長 中平 義幸
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個人情報保護規程
公益財団法人四万十公社個人情報保護規程（平成 24 年規程第９号）
第１章 総則
（目 的）
第１条 この規程は、公益財団法人四万十公社（以下「公社」という。）個人情報保護方針に
基づく公社が取り扱う公社職員以外の個人情報の適切な保護のための基本規定であり、本
規程に基づき「個人情報保護計画」を策定し、実施、評価、改善を行っていくとともに、公
社職員はこの規程に従って個人情報を保護していかなければならない。
（本規程の対象）
第２条

この規程は、公社において、その全部又は一部がコンピュータ等の自動的手段によ

り処理されている個人情報及び手作業により処理されている個人情報であって、組織的に
保有するファイリングシステムの全部又は一部をなすものを対象とする。
２

公社職員の個人情報の取り扱いについては別に定める。

（定 義）
第３条 この規程おいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日
その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（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を含
む。）をいう。
(2) 情報主体 一定の情報によって識別される、又は識別され得る個人をいう。
(3)

個人情報管理責任者

公社役員のなかから代表理事によって選任された者であって、

個人情報保護計画の策定、実施、評価、改善等の個人情報保護のための業務について、
統括的責任と権限を有する者をいう。
(4) 個人情報管理者 個人情報管理責任者によって選任され、各課において個人情報保護
計画等に基づく個人情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有する者をい
う。
(5) 個人情報取扱担当者

個人情報のコンピュータへの入力・出力、台帳・申込書等の個

人情報を記載した帳票・帳表を保管・管理等する担当者をいう。
(6) 担当者

日常業務上、個人情報を取り扱う担当者をいう。

(7) 個人情報保護監査責任者 公社代表理事から選任され、個人情報管理責任者から独立
した公平かつ客観的な立場にあり、監査の実施及び報告を行う権限を有する者をいう。
(8) 個人情報保護計画 個人情報を保護するための方針、組織、計画、実施、監査及び見
直しを含むマネジメントシステムをいう。
(9)

預託

公社以外の者にデータ処理等の委託のために公社が保有する個人情報を預け

ることをいう。
(10)

公社職員

公社の役員及び公社の指揮・監督のもとで就業する者で賃金、給料等が

支払われる者をいう。
第２章 個人情報の収集
個人情報保護規程
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（収集の原則）
第４条

個人情報の収集は、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において

行わなければならない。
２

新しい目的で個人情報を収集するときは、担当者は個人情報管理者に届け出なければな
らない。

３

前項の届け出を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して、個人
情報管理責任者の承諾を得なければならない。

４

新しい目的での個人情報の収集は、個人情報管理責任者の承諾を得て、個人情報管理責
任者が必要な措置を講じた後でなければならない。

（収集方法の制限）
第５条 個人情報の収集は、適法、かつ公正な手段によって行わなければならない。
２

新しい方法又は間接的に個人情報を収集するときは、担当者は個人情報管理者に届け出
なければならない。

３

前項の届け出を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して、個人
情報管理責任者の承諾を得なければならない。

４

新しい方法又は間接的な個人情報の収集は、個人情報管理責任者の承諾を得て、個人情
報管理責任者が必要な措置を講じた後でなければならない。

（特定の機微な個人情報の収集の禁止）
第６条 次に示す内容を含む個人情報の収集、利用又は提供を行ってはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2)

人種、民族、門地、本籍地（所在都道府県に関する情報を除く。）、身体・精神障害、

犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
(3) 勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項
(4) 集団示威行為への参加、請願権の行使及びその他の政治的権利の行使に関する事項
(5) 保健医療及び性生活に関する事項
（情報主体から対面で個人情報を直接収集する場合の措置）
第７条

情報主体から対面で直接に個人情報を収集する場合、担当者は情報主体に対して、

次に示す事項を記載した書面を交付し、情報主体の同意を得なければならない。
(1) 個人情報に関する問い合せ部署名及び連絡先
(2) 収集目的
(3) 個人情報を第三者に提供することが予定される場合には、その目的、当該情報の受領
者及び個人情報の取り扱いに関する契約の有無
(4) 個人情報をデータ処理等のために第三者に預託することが予定される場合には、その
旨
(5) 個人情報の開示を求める権利及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正、追
加、削除を要求する権利の存在並びに情報主体が当該権利を行使するための具体的な方
法
(6)

個人情報の収集後における利用を拒絶する権利の存在及び情報主体からの当該個人

情報の消去、利用停止等の具体的な方法
(7) 情報主体が個人情報を与えることの任意性
-126-

個人情報保護規程

(8) 情報主体が当該情報を与えなかった場合及び情報主体が当該個人情報の消去・利用停
止措置をとった場合に情報主体に生じる結果
(9) 個人情報を第三者と共同で使用する場合は、その旨
(10) 廃棄する場合の基準と廃棄方法
(11) その他個人情報保護法が定める事項
（情報主体から対面ではなくて個人情報を直接収集する場合の措置）
第８条

個人情報管理責任者は、担当者が情報主体から直接に個人情報を収集する場合で、

第７条に定めた方法での同意がとれなかったときのために、公社個人情報保護方針及び第
７条各号に掲げる事項を公社インターネットホームページに掲示しなければならない。
（間接的に個人情報を収集する場合の措置）
第９条

情報主体以外から間接的に個人情報を収集する場合、個人情報管理責任者は、以下

の措置を講じなければならない。
(1) 公社インターネットホームページに第 7 条各号に掲げる事項を掲示すること。
(2) 個人情報の提供者が適法かつ公正な手段によって当該個人情報を収集し、第三者へ提
供するために必要な情報主体の同意若しくは必要な措置を講じていることを確認する
こと。
(3)

個人情報の提供者より当該個人情報が適法かつ公正な手段により収集されたことを

記した書面の交付を受けること。
第３章 個人情報の利用
（利用範囲の制限）
第 10 条 個人情報の利用は、原則として収集目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与
えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとする。
２

個人情報管理責任者の承諾を得ないで、個人情報の目的外利用、第三者への提供・預託、
通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の漏えい行為をしてはならな
い。

３

公社職員は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目
的に使用してはならない。その業務に係る職を退いた後も、同様とする。

（目的内の利用の場合の措置）
第 11 条 収集目的の範囲内で行う公社の個人情報の利用は、次の 1 号から 5 号までに掲げる
いずれかの場合にのみこれを行うことができる。
(1) 情報主体が同意を与えた場合若しくは同等の措置を講じた場合
(2) 情報主体が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合
(3) 公社が従うべき法的義務の履行のために必要な場合
(4) 情報主体の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
(5) 警察、税務署、裁判所等の公的機関からの法令に基づく権限の行使による開示請求等
があった場合
（目的外の利用の場合の措置）
第 12 条

収集目的の範囲を超えて個人情報の利用を行う場合又は前条１号から５号までに

掲げるいずれの場合にも当たらない個人情報の利用を行う場合においては、個人情報管理
個人情報保護規程
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責任者は第７条各号に掲げる事項を書面により通知し、あらかじめ情報主体の同意を得る
か、又はその旨を事前に公社インターネットホームページに掲示して情報主体に拒絶の機
会を与えなければならない。
（個人情報の入出力、保管等）
第 13 条 個人情報のコンピュータへの入力・出力、台帳・申込書等の個人情報を記載した帳
票・帳表の保管・管理等は、個人情報取扱担当者が行わなければならない。
第４章 個人情報の適正管理
（個人情報の正確性の確保）
第 14 条 個人情報管理責任者は、個人情報を利用目的に応じ必要な範囲内において、正確か
つ最新の状態で管理しなければならない。
２

定期的に情報主体に通知等をしている場合、担当者は、通知の中に次の事項を記した届
け出様式等を入れて通知しなければならない。

(1) 個人情報の開示を求める権利及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正、追
加、削除を要求する権利の存在並びに情報主体が当該権利を行使するための具体的な方
法
(2)

個人情報の収集後における利用を拒絶する権利の存在及び情報主体からの当該個人

情報の消去、利用停止等の具体的な方法
（個人情報の安全性の確保）
第 15 条 個人情報管理責任者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、
改ざん、漏えい等の危険に対して、セキュリティ管理計画を策定し、実施、普及、評価、改
善をしなければならない。
（個人情報の委託処理等に関する措置）
第16条 情報処理や作業を第三者に委託するために、個人情報を第三者に預託する場合にお
いては、担当者は事前に個人情報管理者に届け出なければならない。
２

個人情報管理者は、以下の各号の措置を講じ個人情報管理責任者の承諾を得てから基本
契約を締結しなければならない。基本契約締結後に個別契約を締結し、当該個人情報の預
託は、個別契約締結後にしなければならない。

(1) 個人情報の預託先について預託先責任者との面接、預託先の情報処理施設の現場視察
を実施し、個人情報保護及びセキュリティ管理の水準が公社と同等以上であることを確
認すること。
(2) 個人情報の預託先について直近２年間の決算書類を入手し、特に累積欠損、負債額に
注目して財務的な安全性を確認すること。
(3) 次の事項を入れた基本契約書案を作成すること。
① 守秘義務の存在、取り扱うことのできる者の範囲に関する事項
② 預託先における個人情報の秘密保持方法、管理方法ついての事項
③

預託先の個人情報の取扱担当者に対する個人情報保護のための教育・訓練に関する

事項
④ 契約終了時の個人情報の返却及び消去に関する事項
⑤ 個人情報が漏えい、その他事故の場合の措置、責任分担についての事項
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⑥ 再委託に関する事項
⑦ 公社からの監査の受け入れについての事項
３

個別契約に基づき個人情報を預託先に提供するときは、担当者は前項３号の事項を記し
た書面を預託先に交付して、注意を促さなければならない。

４

委託中、担当者は、預託先が公社との契約を遵守しているかどうかを確認し、万一、契
約に抵触する事項を発見したときは、その旨を個人情報管理者に通知しなければならない。

５

前項の通知を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して個人情報
の預託先に対して必要な措置を講じなければならない。

６

個人情報管理者は、年に一度以上、個人情報の預託先責任者との面接、預託先の情報処
理施設の現場視察を実施し、監査しなければならない。

７

個人情報管理責任者は、本条に基づき作成された基本契約、個別契約、監査報告書、通
知書等の文書（電磁的記録を含む）を当該個人情報の預託先との個別契約終了後７年間保
存しなければならない。

（個人情報の第三者への提供）
第17条 個人情報の第三者への提供を禁止する。ただし、業務上、担当者が第三者への提供の
必要性を認めた場合、個人情報管理者に届け出るものとする。
２

前項の通知を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して、個人情
報管理責任者の承諾を得なければならない。

３

第三者への提供は、個人情報管理責任者の承諾を得て、個人情報管理責任者が必要な措
置を講じた後でなければならない。

（個人情報の共同利用）
第18条 個人情報を第三者との間で共同利用する場合、担当者は個人情報管理者に届け出な
ければならない。
２

前項の通知を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して、個人情
報管理責任者の承諾を得なければならない。

３

個人情報の共同利用は、個人情報管理責任者の承諾を得て、個人情報管理責任者が必要
な措置を講じた後でなければならない。
第５章 自己情報に関する情報主体からの諸請求に対する対応

（自己情報に関する権利）
第 19 条 公社が保有している個人情報について、情報主体から自己の情報について開示を求
められた場合、個人情報管理責任者は、遅滞なく当該情報主体に対して公社が保有してい
る当該情報主体の個人情報（当該個人情報が存在しない場合はその旨）を、当該情報主体
の希望する方法で開示しなければならない。
２

開示した結果、誤った情報があった場合で、訂正、追加又は削除を求められたときは、
個人情報管理責任者は、遅滞なく訂正等を行い、訂正等の後、遅滞なく情報主体に対して
通知をしなければならない。

（自己情報の利用又は提供の拒否権）
第 20 条 公社が保有している個人情報について、情報主体から自己情報についての利用又は
第三者への提供を拒まれた場合、これに応じなければならない。ただし、警察、税務署、裁
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判所等の公的機関からの法令に基づく権限の行使による開示請求等又は公社の法令に定め
られている義務の履行のために必要な場合については、この限りでない。
第６章 管理組織・体制
（個人情報管理責任者）
第 21 条 個人情報管理責任者は、個人情報の保護についての統括的責任と権限を有する責任
者であって、公社代表者から選任された公社情報処理責任者（CIO）が就任して情報セキュ
リティ管理責任者を兼務し、次項に定める業務を行わなければならない。
２

個人情報管理責任者は、各課に 1 名以上の個人情報管理者を選任し、自己に代わり必要
な個人情報保護についての業務を行わせ、これを管理・監督しなければならない。

３

個人情報管理者は課に所属する者のなかから、必要な人数の個人情報取扱担当者を選任
しなければならない。

（個人情報保護監査責任者）
第 22 条 個人情報保護監査責任者は、個人情報管理責任者から独立した公平かつ客観的な立
場にあり、監査の実施及び報告を行う権限を有し、公社の代表理事が選任する。ただし、
社外の第三者に監査業務を委託することを妨げない。
２

個人情報保護監査責任者は、年１回、個人情報保護計画に従い、監査を実施し、監査結
果を理事会に報告しなければならない。

（個人情報保護苦情・相談窓口の設置）
第 23 条 個人情報管理責任者は、個人情報及び個人情報保護計画に関しての苦情・相談を受
け付けて対応する窓口を常設し、この連絡先を情報主体に告知しなければならない。
第７章 個人情報管理責任者の職務
（個人情報の特定とリスク調査）
第 24 条 個人情報管理責任者は、公社が保有するすべての個人情報を特定し、危機を調査・
分析するための手順・方法を確立し、維持しなければならない。
２

個人情報管理責任者は、各課ごとに前項の手順に従って各課における個人情報を特定し
て、特定した個人情報に関する危機（個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、
改ざん及び漏えいなど）を調査・分析の上、適切な保護措置を講じない場合の影響を認識
し、必要な対策を策定し、維持しなければならない。

（法令及びその他の規範）
第 25 条 個人情報管理責任者は、
個人情報に関する法令及び四万十町個人情報保護条例第 47
条その他の規範を特定し、参照できる手順を確立し、維持しなければならない。
（個人情報保護計画の策定）
第 26 条 個人情報管理責任者は、個人情報管理者の協力を得て個人情報を保護するために必
要な個人情報保護計画を年 1 回立案して文書化し、かつ実施、評価、改善をしなければな
らない。
２

個人情報保護計画には次の事項を入れなければならない。

(1) 個人情報の特定と危機対策
① 個人情報を記録したシステム、媒体の特定
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② 個人情報に対する危機の識別
③ 危機の調査・分析に基づく対応策の策定、実施、評価、改善
(2) 個人情報保護のための責任者、管理者、担当者の業務と業務方法
① 個人情報管理責任者
② 個人情報管理者
③ 個人情報取扱担当者
④ 個人情報保護苦情及び相談窓口
⑤ 担当者
⑥ 個人情報保護監査責任者
(3) 研修実施計画
① 個人情報管理者、個人情報取扱担当者、苦情及び相談窓口、個人情報保護監査責任者
に対する研修実施計画（研修項目、時間割、講師、日程、予算）
② 一般社員に対する研修実施計画（研修項目、時間割、講師、日程、予算）
(4) 委託先に対する監査計画及び必要な場合の研修計画
① 監査体制、日程、監査方法、監査報告様式
② 委託先研修実施計画（研修項目、時間割、講師、日程、予算）
（本規程等の見直し）
第 27 条 個人情報管理責任者は、監査報告書及びその他の経営環境等に照らして、適切な個
人情報の保護を維持するために、少なくとも年１回本規程及び本規程に基づく個人情報保
護計画を見直し、理事会の承認を得なければならない。
（文書の管理）
第 28 条 個人情報管理責任者は、この規程に基づき作成される文書（電磁的記録を含む）を
管理しなければならない。
（研修実施）
第 29 条 個人情報管理責任者は、公社職員その他個人情報の預託先等の関係者に対して、個
人情報保護計画に基づき次のような研修を行い、評価しなければならない。
(1) 個人情報保護法の内容
(2) 個人情報保護方針、本規程の内容
(3) 個人情報保護計画の内容と役割分担
(4) セキュリティ教育
２

個人情報管理責任者は、個人情報管理者に対して下記のような研修を行い、評価しなけ
ればならない。

(1) 個人情報保護法の内容
(2) 個人情報保護方針、本規程の内容と個人情報管理者の役割
(3) 個人情報保護計画の内容と個人情報管理者の役割
(4) セキュリティ管理教育
(5) 個人情報の預託先の調査と監査
(6) 個人情報の漏洩事故等が発生した場合の対応
３

個人情報管理責任者は、第１項、前項の研修を効果的に行い、個人情報の重要性を自覚
させる手順・方法を確立し維持しなければならない。
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第８章 監査
（監査計画）
第 30 条 個人情報保護監査責任者は、年１回個人情報保護のための監査計画を立案し、理事
会の承認を得なければならない。
２

監査計画には次の事項を入れなければならない。

(1) 監査体制
(2) 日程
(3) 監査方法
(4) 監査報告様式
（監査の実施）
第 31 条 個人情報保護監査責任者は、本規程及び個人情報保護計画が、日本工業規格「個人
情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」（JIS Q 15001）の要求事項
と合致していること及びその運用状況を監査しなければならない。
２

個人情報保護監査責任者は、監査を指揮し、監査報告書を作成し公社理事会に報告しな
ければならない。

３

個人情報管理責任者は、監査報告書を管理し、保管しなければならない。
第９章 廃棄

（個人情報の廃棄）
第 32 条 個人情報を廃棄する場合は、シュレッダーにかけて読み取り不能にした上で信頼で
きる廃棄物処理業者に廃棄を委託する。
２

個人情報を記録したコンピュータ、記憶媒体を廃棄するときは、特別のソフトウェアを
使用して個人情報を完全に消去するか記憶媒体を物理的に破壊してから廃棄する。

３

個人情報を記録したコンピュータを他に転用するときは、特別のソフトウェアを使用し
て個人情報を完全に消去してから転用する。

４

個人情報の廃棄作業は個人情報取扱担当者が行う。

５

廃棄の基準について、情報主体に告知しなければならない。
第 10 章 罰則

（罰則）
第 33 条 公社は、本規程に違反した職員に対して就業規程に基づき懲戒を行わなければなら
ない。
２

懲戒の手続きは、公益財団法人四万十公社懲戒処分の基準に定める。
第 11 章 規程の改廃

（規程の改廃）
第 34 条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
附 則
この規程は、理事会の議決日をもって施行する。
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