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特定非営利活動法人やまぐち県民ネット２１ 就業規則 

 

 

第１章 総則 

 

（目的及び適用範囲） 

第１条 この就業規則（以下「規則」という。）は、特定非営利活動法人やまぐち県民ネッ

ト２１（以下「法人」という。）の職員の労働条件、服務規律その他の就業に関する

事項を定めるものである。 

２． この規則及びこの規則の付属規程に定めた事項のほか、職員の就業に関する事項は 

個別の労働契約又は労働基準法その他の法令の定めるところによる。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規則は、法人に勤務する全ての職員に適用する。ただし、パートタイマーな

ど就業形態が特殊な勤務に従事する者について、その者に適用する特別の定めを設

けた場合はその定めによる。また、モバイルワーク勤務規程に基づいて勤務する職

員（以下「パートナー職員」という。）は、モバイルワーク勤務規程による。 

 

（規則順守の義務） 

第３条 法人及び職員は、この規則及びこの規則の付属規程等の遵守に努めなければな 

らない。 

 

（労働条件） 

第４条 職員の労働条件は、この規則の定めるところによる。ただし、個別労働契約に 

おいて、この規則を上回る労働条件を定めているときは、この限りではない。 

 

（労働条件の変更等） 

第５条 法人は、経営の必要性、労務管理上の要請、法令・通達の変更等に応じ、合理的 

な範囲において、職員に説明の上、所定の手続きを経て、この規則及び付属規程 

等に定める労働条件等を変更することができる。 

 

 

第２章 採用 

 

（採用手続） 

第６条 職員の採用は、就業希望者のうちから、面接の結果等を踏まえて総合的に審査 
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して選考し決定する。 

 

（入社希望者の提出書類） 

第７条 入社希望者は、次の書類を提出しなければならない。ただし、法人はこれらの書

類の一部について省略することがある。 

    （１）履歴書（自筆によるもの、3 ヶ月以内の写真貼付） 

    （２）各種資格、免許、技能証明の写し（原本を提示すること） 

（３）その他法人が指定するもの 

 

（採用） 

第８条 職員の採用は原則として有期雇用とし、契約期間を定めて行うものとする。 

２． 前項で定める雇用期間は一年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。）を限

度として、12 ヶ月間の範囲内で定めるものとする。 

３． 契約期間が到来した際、法人が必要と認めたときは契約を更新する。その場合、更

新後の契約期間は前項を踏まえたうえでその都度定めるものとする。 

 

（内定取消事由） 

第９条 採用内定者が、次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消し、採用しない。 

（１）採用の前提となる条件が達成されなかったとき 

    （２）採用内定を通知した日から就業開始日までに、健康状況が低下して勤務に 

堪えられないと法人が判断したとき 

    （３）履歴書等の提出書類の記載事項に偽りがあったとき 

    （４）採用内定後に犯罪、その他社会的に不名誉な行為を行ったとき、 

       又は採用選考時に過去の不名誉な行為を秘匿していたことが判明したとき 

    （５）採用内定時には予想できなかった法人の経営環境の悪化、事業運営の見直

し等が行われたとき 

    （６）その他上記に準じる事由があるとき 

 

（採用決定者の提出書類） 

第 10条 新たに採用された者は、採用後次の書類を提出あるいは提示しなければならない。

ただし、選考に際し提出済の書類についてはこの限りでない。 

 

（１）身元保証書 

    （２）住民票記載事項証明書 

    （３）源泉徴収票（前職者のみ） 

    （４）年金手帳及び雇用保険被保険者証（前職者のみ） 
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（５）給与振込調書 

（６）誓約書 

    （７）住所届 

    （８）通勤手当申請書及び通勤経路図 

（９）家族名簿及び扶養家族届 

    （10）個人番号（扶養親族の個人番号を含む。）とこれを確認するための個人番号

カード等の書類 

    （11）その他、法人が必要とする書類 

 

２．前項の提出書類の記載事項に変更があった場合は、遅滞なく書面でこれを届けなけれ

ばならない。 

３．法人は、職員が前二項の届出に虚偽の記述をし、またはその届出を怠ることによって

生ずる不利益に対して、その責を負わない。 

４．本条第１項の規定に基づき、法人へ提出された書類は、賃金、賞与並びに退職金の決

定、支払、所得税及び社会保険料の控除等、法人の人事管理上必要な目的のために使用

する。 

５．本条第１項の規定は、既に法人に雇用されている職員に対しても適用される。法人が

要請した場合、職員は、扶養控除申請書等必要書類の提出にあたって、個人番号を提示

するとともに身元確認の手続きに協力しなければならない。 

 

（試用期間） 

第 11条 新たに採用した者については、採用の日から２ヶ月間を試用期間とする。 

２． 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、採用を取り消すことがある。ただし、試用期間の当初から

１４日を超えて引き続き勤務した場合には、採用取り消しの際、解雇予告あるいは解

雇予告手当の支給を行う。 

３．法人は、採用した者が次の状態に該当すると認めたときは、採用を取り消す。 

（１）心身の状態が著しく不良で、業務の円滑な運営に支障が生じる恐れがある

とき 

    （２）能力や協調性の欠如等によって職場の規律が乱れ、業務の遂行に支障が生

じるとき 

４．試用期間は、勤続年数に通算する。 

 

（試用期間中の解雇） 

第 12条 試用期間中、職員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）業務を習得するための能力が劣り、本採用には不適格と認められるとき 
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    （２）勤務態度が著しく不良で、職員として業務を遂行することが不可能と認め

られるとき 

    （３）疾病等により、職員として業務を遂行することが不可能と認められるとき 

    （４）法人の求めに応じず、採用時に必要な提出書類を提出しない、又はその書

類等に虚偽の記載が確認されたとき 

    （５）その他、前各号に準じる、やむを得ない事情があったとき 

 

（無期雇用への転換） 

第 13条 有期労働契約が繰り返し更新され、通算 5年を超えた職員から申し出があった場

合、無期労働契約への転換を認める。 

 

（身元保証） 

第 14条 身元保証人は１名とし、原則として親権者又は親族とする。 

２．身元保証人の期間は、５年間とし、法人が特に認めた場合、その身元保証の期間の更

新を求めることがある。 

 

第３章 勤務 

 

第１節 勤務時間、休憩、休日、出張 

（所定労働時間） 

第 15 条 所定労働時間は、「１週４０時間以内」とし、休憩時間を除き原則「１日８時間」

とする。 ただし、非常勤職員の場合は「１日４時間または８時間」とする。 

 

（始業、終業の時刻及び休憩の時刻） 

第 16条 始業、終業の時刻及び休憩の時刻は次のとおりとする。 

    

  

 

 

 

 

 

 

２．業務上の必要により、始業・終業時刻を繰り上げ、又は繰り下げることがある。また、

職員の健康状況や家庭の事情を鑑みて、個別に就業時間を変更することがある。 

３．職員の出勤日については毎月定めるシフト表によって定めるものとし、事前の調整を

勤務パターン 始業 終業 休憩時間 

常勤職員① ○ ９：００ １８：００ １２：３０～１３：３０ 

常勤職員② ● １２：１５ ２１：１５ １６：４５～１７：４５ 

常勤職員③ ◇ ９：００ １７：００ １２：００～１３：００ 

非常勤職員①☆ １３：００ １７：００ なし 

非常勤職員②★ １３：００ １７：００ なし 

非常勤職員③△ １７：１５ ２１：１５ なし 
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経て、前月末までに全職員に通知する。 

 

（一斉休憩の原則の例外） 

第 17 条 法人は職員に対し、業務上の必要性に基づいて労使協定を締結し、休憩を一斉に

付与しないことがある。 

２．前項の場合、締結した労使協定を就業規則に添付して就業規則の一部とし、終業規則

に定めのない事項は、当該協定に定める内容によるものとする。 

 

（休憩時間の利用） 

第 18 条 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、外出するときは、所

属長に届け出なければならない。 

２．職員は、他の職員の休憩を妨げないようにしなければならない。 

 

（始業、終業時刻等の変更） 

第 19 条 天災地変あるいは交通ストその他やむを得ない事情がある場合、又は業務上臨時

の必要がある場合は、あらかじめ予告の上、全部又は一部職員について第 16 条の始業、終

業及び休憩の時刻を変更することがある。ただし、この場合においても１日の勤務時間が

第 15 条の時間を超えないこととする。 

 

（所定休日） 

第 20 条 原則として、月曜日、祝祭日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）を休日と

する。 

２．その他の休日は、毎月定める勤務シフトによるものとする。 

 

（休日の振替） 

第 21 条 業務の都合でやむを得ない場合は、前条第２項の休日を個人ごとに４週間以内の

他の日と振り替えることがある。また、週の起算日を火曜日とする。 

２．前項の場合、前日までに振替による休日を指定して職員に通知する。 

３．本条の休日の勤務は通常日の勤務と見なし、休日勤務手当を支給しない。 

４．振替休日を取得した日は、無給（通常賃金の１日分を控除）とする。 

 

（代休の付与） 

第 22条 職員が、休日労働を行った後に、休日労働の代償として休日の付与を請求し、所

属長が承認したときは、代休を与える。 

２．前項の休日労働日が、法定休日である場合の割増賃金は、通常の賃金の１．３５とし、 

法定外休日の賃金は、同じく１．２５とし、代休を取得した日は無給（通帳の賃金の１ 
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日分を控除）とする。 

 

（非常災害時の特例） 

第 23 条 事故の発生、火災、風水害その他避けることのできない事由により臨時の必要が

ある場合には、全職員に対し、第 15 条の所定労働時間を超えて、又は第 20 条の

所定休日に労働を命じ、もしくは午後１０時から午前５時までの間の深夜に労働

を命じることがある。ただし、職員は自己の安全確保のために、これを拒否する

ことができる。 

 

（時間外労働） 

第 24 条 業務上必要がある場合は、所定労働時間外に労働を命じることがある。 

２．法定の労働時間を超える時間外労働は、所轄労働基準監督署長に届け出た職員代表と

の時間外・休日労働協定（３６協定）の範囲内とする。 

３．本条第２項に定める協定の範囲内の時間外労働、又は休日出勤・休日労働については、

職員は正当な理由なく拒否することができない。 

 

（育児・介護のための所定外労働の制限） 

第 25 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、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、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、労使協定により除外された次の職員からの所定労働制限の申し出

は拒むことができる。 

（１）入社１年未満の職員 

    （２）１週間の所定労働時間数が２日以下の職員 

３．申し出をしようとする者は、１回につき 1 ヶ月以上１年以内の期間について、制限を

開始しようとする日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ヶ月前までに育児・介護のための所定外労働制限申出書を法人に提出する

ものとする。 

 

（介護短時間勤務） 

第 26 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、就業規則第 16

条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。 

     所定労働時間を午前９時から午後３時まで（うち休憩時間は１２：３０から 

１３：３０までの１時間とする。）の５時間とする。 

２．前項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員からの介護短時間勤務の申し出は拒

むことができる。 
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（１）日雇職員 

    （２）労使協定によって除外された次の職員 

       ①入社１年未満の職員 

       ②１週間の所定労働日数が２日以下の職員 

３．介護のための短時間勤務をしようとする者は、利用開始の日から３年の間で２回まで

の範囲内で、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、短縮を開始しようとする日の２週間前までに短時間勤務申出書により所属

長に申し出なければならない。 

 

（休日出勤・休日労働） 

第 27 条 業務上必要がある場合は、第 20 条の所定休日に労働を命じることがある。 

２．労働基準法で定める１週１日の休日に労働を命じる場合は、所轄労働基準監督署長に

届け出た職員代表との時間外・休日労働協定の範囲内とする。 

３．満１８歳未満の職員については、労働基準法に定める１週１日の休日に労働を命じる

ことはない。 

 

（割増賃金） 

第 28条 第 23条、第 24条又は前条による時間外労働、休日労働又は深夜労働に対しては、

次の計算式による割増賃金を支払う。 

（１）月間４５時間以内の時間外労働の場合 

   通常の労働時間の賃金 × （１＋０．２５） 

×月間４５時間以内の時間外労働時間数  

（２）月間４５時間超の時間外労働の場合 

   通常の労働時間の賃金 × （１＋０．２５） 

×月間４５時間超の時間外労働時間数  

（３）前２号にかかわらず、年間３６０時間超の時間外労働（前号の規定による

割増賃金の対象となった時間外労働を除く。）の場合 

   通常の労働時間の賃金 × （１＋０．２５） 

×年間３６０時間超の時間外労働時間数  

２．休日割増賃金の額は、次の計算式による額とする。 

   通常の労働時間の賃金 × （１＋０．３５） 

×法定休日における労働時間数  

 

３．時間外労働又は休日割増賃金が深夜に及んだ場合に時間外労働賃金又は休日割増賃金

に加算して支払う深夜割増賃金の額は、次の算式による額とする。 

   通常の労働時間の賃金 × ０．２５ 
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×深夜における労働時間数  

 

 

（出張時の勤務時間及び旅費） 

第 29 条 職員が、出張その他業務上の必要があり施設外で勤務する場合で、勤務時間を算

定しがたいときは、原則として第 15 条の時間を勤務したものとする。 

２．職員が業務により出張する場合は、別に定める旅費規程により旅費を支給する。 

 

（適用除外） 

第 30 条 労働基準法第 41 条第２号に該当する管理監督者については、本節の規定（深夜

割増賃金に関する定めを除く。）にかかわらず勤務を命じ、本節の規定を適用しな

いことがある。 

 

（育児・介護に関する時間外労働の制限等） 

第 31 条 育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜労働の制限、職員の育児・

介護休業、子の看護休暇、並びに介護休暇等については、本就業規則に別に定め

る。 

 

 

 

第２節 休暇等 

 

（年次有給休暇） 

第 32 条 年次ごとに６ヶ月以上勤務した場合、常勤及び非常勤職員に、それぞれ下掲表の

とおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 

 

（１）常勤職員の場合 

    

  

 

 

（２）非常勤職員の場合 

勤続期間 ６ヶ月 1 年 

6 ヶ月 

2 年 

6 ヶ月 

3 年 

6 ヶ月 

4 年 

6 ヶ月 

5 年 

6 ヶ月 

6 年 

6 ヶ月以上 

付与日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 
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週 所 定

労働 

日数 

１年間の

所定労働

日数 

     勤   続   期   間 

６ ヶ

月 

１ 年

６ ヶ

月 

２年

６ヶ

月 

３ 年

６ ヶ

月 

４ 年

６ ヶ

月 

５ 年

６ ヶ

月 

６ 年

６ ヶ

月 以

上 

４日 169 日～

216 日 

７日 ８日 ９日 10 日 12 日 13 日 15 日 

３日 121 日～

168 日 

５日 ６日 ６日 ８日 

 

９日 10 日 11 日 

２日 73 日 ～

120 日 

３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 

１日 48 日  ～ 

72 日 

１日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 

                   

２．年次有給休暇は、職員が指定した時季に与える。ただし、事業の都合によりやむを得

ない場合には他の時季に変更することができる。 

３．年次有給休暇は、権利発生から２年の間において利用することができる。 

４．職員が年次有給休暇により休んだ期間については、一旦当期間分の賃金を控除した上、

所定労働時間労働をしたときに支払われる通常の賃金を支払う。第 33 条に定める時間単

位年次有給休暇に係る賃金についても同様の取り扱いを行う。 

 

（時間単位の年次有給休暇） 

第 33 条 法人は、職員の過半数を代表する者との協定の定めるところにより、同協定の定

める範囲の職員に対し、各年度における年次有給休暇のうち、５日を限度として時間単

位で年次有給休暇を付与する。 

２．時間単位年休に係る取得手続き等については、労使協定においてこれを定める。 

 

（産前・産後休暇等） 

第 34 条 ６週間（多胎妊娠の場合は 14 週間）以内に出産予定の女性が請求した場合は、

産前休暇を与える。 

２．産後８週間を経過していない女性は就業させない。ただし、産後６週間を経過した女

性が就業する場合は、医師が認める業務につかせることがある。 

３．妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させる。 

４．妊娠又は産後１年間を経過しない女性が請求した場合は、第 23 条及び第 24 条による

所定時間を超える労働を命じることはない。 

５．妊娠中又は産後１年間を経過しない女性が請求した場合は、母子保健法による保健指
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導、健康診査を受ける時間を確保し、これに基づく指導を守ることができるよう勤務

時間等の変更等の措置を講じるものとする。 

 

（母性健康管理のための休暇等） 

第 35条 職員である妊産婦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

断を受けるための通院休暇の請求があった場合、次の範囲で与える。 

（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、医師等がこれと異なる指示をしたときは、その指示により必要な

時間 

    （２）産後（１年以内）の場合 

       医師の指示により必要な時間 

２．職員である妊産婦が、保健指導又は健康診断に基づき、労働時間等について医師の指

導を受け、法人にその旨を申し出た場合は、次の措置を講ずる。 

（１）妊娠中の通勤緩和 

   通勤時に混雑を避けるよう指示された場合は、原則として１時間の勤務時

間の短縮又は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）妊娠中又は産後の諸症状に対応する措置 

       妊娠中又は産後の諸症状の発生の恐れがあるとして指導された場合は、業

務の軽減、勤務時間の短縮、休業等 

 

（生理休暇） 

第 36 条 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合は、その日については就

業させない。 

（育児時間） 

第 37 条 生後１年未満の乳児を育てる女性が請求した場合は、休憩時間のほか、１日２回

以上の各々３０分の育児時間を与える。 

２． 前項の育児時間は、無給とする。 

 

（子の看護休暇） 

第 38 条 小学校の始期に達するまでの子を養育する職員は、当該子の看護のため、又は当
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該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、第 32 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 31 日までの期間とする。 

     ただし、労使協定により除外された次の職員からの申し出は拒むことができる。 

（１）入社６ヶ月未満の職員 

    （２）１週間の所定労働日数が２日以下の職員 

 

（介護休暇） 

第 39 条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする職員は、第 32 条に規定する年

次有給休暇とは別に、対象家族が１人の場合は１年につき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、労使協定により除外された次の職員からの申し出は拒むことができる。 

（１）入社６ヶ月未満の職員 

    （２）１週間の所定労働日数が２日以下の職員 

 

（看護休暇・介護休暇の半日単位取得） 

第 40 条 看護休暇・介護休暇は、１日又は所定労働時間の２分の１とする半日単位（４時

間）で取得することができる。ただし、所定労働時間が４時間以下の職員につい

ては、１日単位とする。 

 

（裁判員休暇） 

第 41 条 裁判員制度に基づく裁判員に選任され、その任に就くとき、当該職員に５日以内

の休暇を与える。 

２．前項の休暇は、これを無給とする。 

 

（公民権の行使の時間） 

第 42 条 職員が、勤務時間中に選挙権の行使、その他公民としての権利を行使するため、

あらかじめ申し出た場合は、それに必要な時間を与える。 

２．前項の申し出があった場合に、権利の行使を妨げない限度においてその時刻を変更す 

ることができる。 

 

 

（特別休暇） 

第 43 条 職員は、自身をめぐる慶弔に関する事案が発生した場合は、以下の表で示すとお
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りの日数の特別休暇を与える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特別休暇等の賃金） 

第 44 条 第 32 条から前条までに定める休暇等に対する賃金の取り扱いについては、賃金 

規程の定めるところによる。 

 

第３節 育児・介護休業等 

 

（育児休業等） 

第 45条 育児のために休業することを希望する職員であって、１歳に満たない子と同居し、

養育する者は、申し出により、育児休業をとることができる。ただし、申し出時点におい

て下記のいずれにも該当するものに限る。 

（１）入社１年以上であること 

    （２）子が１歳６ヶ月になるまでに労働契約期間が終了し、更新されないことが

明らかでないこと 

２．育児休業については、前項の定めによる他、詳細については育児の介護休業等に関す 

る規則において定める。 

３．第１項の休業は、これを無給とする。 

（介護休業等） 

第 46 条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申し出により、介護を必要とする家族

１人につき延９３日間までの範囲内で３回を上限として介護休業をとることがで

きる。ただし、申し出時点において下記のいずれにも該当するものに限る。 

（１）入社１年以上であること 

    （２）介護休業開始予定日から９３日を経過する日から６ヶ月を経過するまでに

事案内容 休暇の最長日数 

本人の結婚 ５日 

配偶者の出産 ２日 

子女の結婚 ２日 

父母・配偶者・ 

子の死亡 

５日 

祖父母、配偶者の

父母、兄弟姉妹、

孫の死亡 

２日 

その他、所属長が

必要と認めた場合 

必要と認めた期間 
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労働契約期間が終了し、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申し出は拒むことがで

きる。 

（１）入社１年未満の職員 

    （２）申し出の日から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週間の所定労働時間が２日以下の職員 

３．要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、２

週間以内の期間にわたり、常時介護を必要とする状態にある者をいう。 

４．介護休業については、前３項の定めによる他、詳細については介護休業規程において

定める。 

 

（不利益取扱の禁止） 

第 47 条 法人は、職員が育児休業、介護休業、介護休暇又はこの看護休暇の申し出をした

こと、又は取得したことを理由として、その職員に対して不利益取扱を行わない。 

 

（法令との関係） 

第 48 条 育児・介護休業、子の看護休業、育児・介護のための時間外労働、及び深夜業の

制限並びに育児介護のための短時間勤務に関して、この規則並びに育児休業規則、

介護休業規則に定めないことについては、育児・介護休業法その他の法令に定める

ことによる。 

 

第４節 休職、昇進、解任、降格 

 

（休職） 

第 49 条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、休職とする。 

（１）業務外の傷病により欠勤２ヶ月経過しても、その傷病が治癒しないとき 

       なお、治癒とは従来の業務を健康時と同様に遂行できる程度に回復するこ

とを意味する 

（２）心身の故障により職務に堪えず、不完全な労務提供しかできないとき 

    （３）地方公共団体の議員等の公職につき、労務の正常な提供が行えないとき 

    （４）刑事事件に関し、勾留又は提訴され、休職させることが適当と認められた

とき 

（５）前各号のほか、特別の事情があり休職させることが必要と認められたとき 

 

（復職の取消し） 

第 50 条 職員が、復職後６ヶ月以内に同一ないし類似の事由により欠勤ないし通常の労務
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提供をできない状況に至ったときは、復職を取り消し、直ちに休職させる。 

２．前項の場合の休職期間は、復職前の休職期間の残期間とする。ただし、残期間が２ヶ

月未満の場合は休職期間を２ヶ月とする。 

３．前２項の規定は、病気を理由とする普通解雇規程の適用を排除するものではない。 

 

（休職期間） 

第 51条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、休職期間には次のとおりとする。 

（１）第 49 条第１項第１号及び第２号の場合 

    勤続１年未満の者 ： ３か月 

    勤続満１年以上同１０年未満の者 ： ６ヶ月 

    勤続１０年以上の者 ： １年 

    （２）第 49 条第１項第４号の場合 

        法人が認めた期間 

２．本条第１項の期間は、法人が必要と認めた場合はこれを更新することがある。 

３．休職期間中の賃金は、これを支給しない。ただし、特別の事情があるときはこの限り

ではない。 

４．休職期間中の労働保険料・社会保険料の職員個人負担については、法人に対し定期的

（毎月あるいは３か月ごと）に入金するものとする。 

 

（復職） 

第 52 条 休職の事由が消滅した場合は、旧職務に復職させることとする。ただし、やむを

得ない事情のある場合は、旧職務と異なる職務に配置することがある。 

２．傷病を理由とする休職者に復職を命じる場合には、法人指定の医師の診断を受けさせ

ることがある。この場合、復職の可否の決定にあたっては、法人指定の医師の診断を優

先させる。 

 

（休職期間満了時の手続き） 

第 53 条 休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合、当然退職とする。 

２．職員は、第 49 条第１号および第２号の休職事由が消滅したことを理由に復職を申し出

る場合、又は同５号の休職事由が業務外の傷病を原因とするものであって、当該休職事

由が消滅したとして復職を申し出る場合には、医師の治癒証明（診断書）を提出しなけ

ればならない。なお、治癒とは第 49 条第１号後段に規定する意味と同一とする。 

３．前項による診断書の提出に関して、法人が診断書を作成した医師に対する面談のうえ

事情聴取を求めた場合、職員はその実現に協力しなければならない 

４．第２項の診断書が提出された場合でも、法人の指定する医師への受診を命じることが

ある。法人は、職員が正当な理由なくこれを拒否した場合、第２項の診断書および休職
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事由が消滅したか否かの判断材料として採用しないことがある。 

 

（昇進） 

第 54 条 法人は職員に対し、業務上の必要性がある場合、上位職位に昇進を命じることが

ある。 

２．職員は、前項の命令に反し、正当な理由がない限り拒否することはできない。 

 

（解任） 

第 55 条 法人は、職員に対し、業務上の必要性がある場合、その職員を解任（降職）する

ことがある。 

 

第４章 服務規律 

 

第１節 服務心得 

 

（服務の基本原則） 

第 56 条 職員は、この規則に定めるものの他、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専

念し、作業能率の向上を図るとともに、相互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 57 条 職員は、常に次の事項を守ることに努め、勤務に精励しなければならない。 

（１）上司の命令や指示に従い、適宜従事する内容に関して報告を行うこと。 

（２）自己の業務上の権限を超えて専断的なことを行わないこと。 

    （３）法人の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと 

    （４）法人の事前の許可なく、他社に雇用されるなど、報酬を得て第三者のため

に何らかの行為をしないこと。ボランティアなどの公益的行為であっても、

法人の勤務のための精力が分散されると認められるときは、法人の事前の

許可を得なければならない。 

（５）法人の事前の許可なく、勤務時間中に政治活動、宗教活動、業務に関係の

ない放送、宣伝、集会、又は文書画の配布、回覧、掲示、あるいは販売行

為その他これに類する活動をしないこと。 

   休憩時間及び勤務時間外であっても、勤務場所（センター以外の出張先な

ども含む）においてこのような活動をするときは、法人の許可を事前に得

なければならない。 

（６）法人の備品を大切にし、消耗品等の節約に努めること。 
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（７）許可なく職務以外の目的で、法人の設備、備品、器具その他の物品や情報

等を使用しないこと。 

    （８）職務に関し、不当な金品の借用又は贈与の利益を受け又は与えないこと。 

    （９）軽微なものを除き、職員間で金銭貸借を行わないこと。 

（10）勤務時間中は職務に専念し、職務と関係ないことでみだりに職場を離れな

いこと。 

（11）酒気を帯びるなど就業に適さない状態で勤務しないこと。 

（12）職務を妨害し、又は性的言動により就業環境を悪化させる等の行為、その

他職場の風紀秩序を乱すような行為をしないこと。また職務上の地位を利

用して他の職員に交際を強要したり、性的関係を強要したりするなどの行

為をしないこと。 

（13）マタニティ・ハラスメント（妊娠・出産を理由とするいやがらせ、あるい

は不利益を与える行為・言動）、ジェンダーハラスメント（性差を理由とす

るいやがらせ、あるいは不利益を与える行為・言動）等のハラスメント行

為をしないこと。 

    （14）性的少数者（レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、

以下 LGBT と表示する）に対し、その性的傾向等を理由とする差別を行わ

ないこと。 

（15）法人の定める諸規定に従うこと。 

（16）道路交通法ほか諸法規を守ること。 

（17）職員は、以下に掲げる情報管理に関する事項を守らなければならない。 

   ①就業中であるか否かにかかわらず、法人が所有する機器を使い、独断で

メールソフトをインストールする等をして、業務と関係のない目的によ

り電子メール等の送受信をしないこと（法人が必要と認めるとき、施設

所有の機器に関し、メール送受信の状況を検査することがある） 

       ②法人内外を問わず、在職中又は退職後においても、法人の取引先あるい

は利用者の秘密、機密性のある情報、顧客情報、企画案、ノウハウ、デ

ータ、ID、パスワード及び法人の不利益となる事項を第三者に開示、漏

洩、提供しないこと。 

また、データをコピー等して職務とは関係のない目的で職場外に持ち出

さないこと。ただし、法人が事前に許可した場合に限り、適切な管理の

下に持ち出せるものとする。 

       ③法人内外を問わず、業務に使用するパソコンその他電子計算機類におい

て、ファイル交換ソフト、その他情報管理上問題が発生する可能性のあ

るソフトをインストールしないこと。 

       ④法人が貸与するパソコンその他情報関連機器（当該情報関連機器に蓄積
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されている情報も含む。）を、紛失、消去又は破棄しないこと。また当該

情報関連機器を紛失又は破棄した場合は、直ちに情報遺漏の防止の対策

を行うとともに、法人に報告すること。 

       ⑤別に定める「特定個人情報取り扱い基本規則」を遵守すること。 

       ⑥他の職員や職務上知り得た第三者の個人情報（個人番号を含む。）を漏ら

さないこと。 

      ⑦法人の業務の範囲に属する事項について、著作、講演などを行う場合は、

あらかじめ法人の許可をとること。 

（18）前各号のほか、職員にふさわしくない行為をしないこと。 

２．役職者は、部下の人格を尊重するとともに、適切にこれを指導し、率先してその職務

を遂行しなければならない。役職者とは、理事長、事務局長、所属長をいう。 

 

（男女雇用期間均等法に基づく差別の禁止、セクシャル・ハラスメント、マタニティ・ハ

ラスメント、ジェンダー・ハラスメント等の防止） 

第 58 条 法人は、男女雇用機会均等法の規定に基づき、次の差別あるいは取り扱いを禁止

する。マタニティ・ハラスメントについては、育児休業取得に関する差別的取扱、

職員への不利益を与える行為・言動を含む。 

（１）性別を理由とする募集、採用、配置、昇進等における差別 

（２）性別以外の理由を要件として、一方の性の構成員に相当程度の不利益を 

   与えるような間接差別 

    （３）妊娠、出産、産前産後休暇取得を理由とする不利益な取り扱い 

２．法人は、職場において行われる性的な言動によって職員が労働条件について不利益を

受け、就業環境が害されることがないよう必要な措置を行うものとする。セクシャル・

ハラスメントは、同性に対する行為を含む。 

３．本条第１項の差別、セクシャル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、ジェン

ダー・ハラスメント等に関する相談（苦情を含む。）に応じ、適切な体制を整備するとと

もに、当該事案に対し適切な対処を行うものとする。 

 

 

第２節 出退勤 

 

（出退勤） 

第 59 条 職員は、出勤及び退勤の場合は、次の事項を守らなければならない。 

（１）始業時刻までに出社すること 

（２）出退勤の際は、所定の方法により出退勤の事実を明示すること 

    （３）退勤は書類・備品等を整理格納した後に行うこと 
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２．次の各号の一に該当する職員に対しては、出勤を禁止し、又は退勤を命じることがあ

る。 

（１）就業により健康を損なう恐れのある者 

（２）火器、凶器その他業務に必要でない危険物を携帯する者 

    （３）業務を妨害し、もしくは法人の秩序を乱し、又はその恐れのある者 

    （４）その他、法人が就業に適さないと認めた者 

 

（遅刻・欠勤） 

第 60 条 職員は、遅刻又は欠勤しようとする場合は、あらかじめ所属長の許可を受けなけ

ればならない。ただし、その余裕のない場合は、始業時刻までに電話またはメー

ル等により届け出ること。 

２．職員が、傷病を理由に欠勤する場合、医師の診断書の提出を求めることがある。 

３．前項の診断書が提出された場合であっても、法人が必要と認めたとき、職員に対し 

法人の指定する医師への受診を求めることがある。 

４．欠勤の理由が、父母・配偶者及び子の傷病の看病である場合で、欠勤日数が５日を超

えるときは、法人が求める場合医師の診断書を提出しなければならない。 

５．遅刻・欠勤、早退・外出があった場合は、時間相当分（１時間単位）の金額を控除す

る。ただし、遅延証明書等の証明書の提出があったときは控除しない。 

 

（早退・外出） 

第 61 条 職員は、やむを得ない私用により早退又は外出する場合は、あらかじめ所属長の

許可を受けなければならない。 

 

 

第５章 個人情報保護・情報管理 

 

（個人情報等の保護） 

第 62 条 職員は、業務に関する情報、個人情報及び特定個人情報の管理に十分注意を払う

とともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。 

２．職員は、退職するに際して、自らが管理していた県民活動団体の情報、個人情報及び 

特定個人情報に関するデータ情報書類等を速やかに返却しなければならない。 

３．法人における特定個人情報等の取り扱いの詳細については、「個人情報保護規程」に定

める。 

 

（番号法等に基づく提出義務及び手続き等） 

第 63 条 職員は、自身及び扶養する親族などについて、法人から「行政手続きにおける特
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定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び関連法等（省令やガ

イドラインなどを含み「番号法」という。）に基づく報告を求められた場合には、

これに応じなければならない。 

２．法人は、職員から個人番号の報告を受ける場合、使用目的を明示するものとする。 

３．法人は、職員から報告された個人番号について、管理を厳密に行い、法令等で認めら 

れた場合を除き、目的以外に使用しないものとする。また、番号法等の範囲で再利用 

できるものとする。 

４．職員は、番号法等改正などにより、個人番号の使用目的などが拡大、又は改正された

場合には、その内容にともない法人の指示に従うものとする。 

 

（個人番号の通知） 

第 64 条 職員は、採用時に、法人に個人番号を通知しなければならない。 

２．法人は、職員に対して身元確認のため写真付きの身分証明書（自動車運転免許証等）

の提示を求めることがある。 

３．職員は、その扶養する親族の個人番号を法人に通知するにあたり、間違いがないよう

確実に確認をしなければならない。  

 

（個人番号の利用目的） 

第 65 条 法人は、第 10 条第１項第 10 号において取得した職員及びその扶養親族の個人番

号は、以下の目的で利用する。 

（１）健康保険・厚生年金保険届出事務 

（２）雇用保険届出事務 

    （３）労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務 

    （４）国民年金第３号被保険者届出事務 

    （５）給与所得に係る源泉徴収票作成事務 

２．法人は上記利用目的に変更がある場合には、遅滞なく本人に通知する。 

 

 

第６章 安全及び衛生 

 

（遵守義務） 

第 66 条 法人及び職員は、職場における安全及び衛生の確保に関する法令ならびに内部程

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ものとする。 

２．職員は、自ら進んで職場の安全及び衛生の確保に努めるとともに、安全及び衛生に関

し法人が発する指示命令に従わなければならない。 
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（災害防止） 

第 67 条 職員は、災害を発見し、又はその危険があることを知った場合は、臨機の措置を

とり、被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。 

 

（健康管理） 

第 68 条 職員に対しては、年１回健康診断を実施し、その結果を通知する。または、職員

が自主的に健康診断を行った場合は、所定の範囲内でかかった経費を法人が負担

する。 

    法の規程に基づき第２次検診が必要となったとき、職員はこれを受診し、その結

果を所属長に報告するものとする。 

２．前項に定める場合のほか、法令の定めるところに従い、必要な健康診断を実施する。 

３．健康診断の結果、特に必要があると認められる場合には、医師の意見を聞き、就業を 

一定期間禁止することがある。 

４．職員は自ら進んで健康の保持に努めるとともに、法人の指示に従わなければならない。 

 

（医師の面接指導） 

第 69 条 法人は週 40 時間を超える労働が１ヶ月あたり１００時間を超え、疲労の蓄積が

認められる職員（ただし、職員が１ヶ月以内に面接指導を受け、新たに面接指導

を受ける必要がないと医師が認めたものは除く。）から申し出がなされたときは、

医師による面接指導を実施する。 

２．法人は、次の各号に該当する職員のうち必要と認めたときは、医師の面接指導又は面

接指導に準ずる措置を受けることを命じることができる。 

①週 40時間を超える労働が１ヶ月あたり１００時間を超える職員に疲労の蓄

積が認められるとき 

②週 40 時間を超える労働が１ヶ月あたり 80 時間を超える職員に疲労の蓄積

又は健康上の不安が認められるとき 

③週 40 時間を超える労働が１ヶ月あたり 45 時間を超える職員に健康への配

慮が必要と認められるとき 

3．法人は、前２項により医師の面接指導をした結果の報告及び意見の聴取により必要と認

められるときは、作業の転換、労働時間の短縮等適切な事後措置を実施する。 

 

（安全基準） 

第 70 条 職員は、災害予防のため、次の事項を守らなければならない。 

（１）非常口、消火設備のある個所に物品を置かないこと 

（２）ガス、電気の取り扱いには十分留意すること 

    （３）機械器具を取り扱う場合は、その安全性を確認すること 
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    （４）非常な事態や火災が起きた場合、又は起こる恐れのある場合は、直ちに臨

機の処置を講じるとともに、速やかに関係者に連絡すること 

    （５）安全装置、消火設備、衛生設備その他危険防止のための諸設備を、許可な

く除去、変更又はその効力を失わせるような行為をしないこと 

    （６）前各号の他、安全に関する諸規則を守ること 

 

 

第７章 賃金・退職金・人事考課、昇格・昇任 

 

（賃金） 

第 71 条 職員の賃金は、別に定める賃金規程により支給する。 

 

（退職金） 

第 72 条 職員の退職金は、原則として支給しない。但し、勤続年数や功労を鑑みて、支給

することがある。 

 

（人事考課） 

第 73 条 賃金・賞与の支給、昇格等の決定は、人事考課に基づいて行う。 

２．昇給あるいは昇格の決定にあたっては、経験（勤続年数）、業務に関係する資格の保有

を決定基準の一つとする。 

 

（昇格・昇任制度） 

第 74 条 昇格・昇任は人事考課に基づいて、事務局長と所属長によって決定し、理事会の

承認を経て行う。 

 

 

第８章 表彰・制裁 

 

（制裁） 

第 75 条 制裁は、その情状により次の区分により行う。 

（１）訓 戒 ： 始末書をとり将来を戒める。 

（２）減 給 ： １回の事案に対する額が平均賃金の１日分の半額、総額が１

ヶ月の賃金総額の 10 分の１の範囲で行う。 

    （３）降 格 ： 職位又は役職を引き下げる 

    （４）出勤停止： ７日以内出勤を停止し、その期間中の賃金は支払わない。 

             ただし、法人が認める理由があるときは平均賃金の６割を支 



22 

 

払うことがある。 

    （５）諭旨解雇： 退職するよう勧告し、退職願を提出させ自己都合退職扱いと

する。ただし、これに従わない場合は懲戒解雇とする。 

    （６）懲戒解雇： 予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において

所轄労働基準監督署の認定を受けたときは、予告手当（平均

賃金の 30 日分）を支給しない。 

              

（訓戒、減給、出勤停止及び降格） 

第 76 条 職員が次の各号の１つに該当するときは、その情況に応じ、訓戒、減給、出勤 

停止又は降格に処する。 

（１）正当な理由なく無断外出又は欠勤（届出があっても法人が承認しないもの

を含む。）をした場合、又は正当な理由なく繰り返し遅刻又は早退した場合 

（２）特別休暇について虚偽の申請をした場合、又はこれにより不正に賃金の支 

払いを受けた場合 

    （３）勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、業務の運営に支障を生じさせる

など勤務態度が不良な場合 

    （４）他の職員に対する暴行・脅迫等の行為により職場内の秩序、風紀を乱した

場合 

    （５）業務上の報告等を偽り、法人に対して損害・影響を及ぼした場合 

    （６）第 57 条第５号（政治活動・宗教活動等の禁止、演説・集会・文書配布・貼

り付けの事前許可制、販売活動等の事前許可制）に違反して、政治活動、

宗教活動、示威活動、販売活動又はこれらに準ずる活動を行った場合 

（７）第 57 条第４号（兼業等の事前許可制）に違反し、法人に許可なく在籍のま

ま他に雇い入れられる等兼業をした場合 

（８）第 57 条第９号（軽微なものを除く職員間の金銭貸借の原則禁止）に違反し 

た場合 

    （９）第 57 条第 17 号（秘密等保持義務）に違反し、法人の営業秘密等を外部に

漏らした場合、あるいは漏らそうとした場合、又は自社及び他社から秘密

を不正に入手した場合 

    （10）第 57 条第 12 号（セクシャル・ハラスメントの禁止）に違反し、相手の意

に反することを認識したうえでわいせつな言辞等の性的な言動を行った場

合 

    （11）第 57 条第 13 号（マタニティ・ハラスメントの禁止）に違反し、妊娠、出

産等を理由とする不利益的扱いや嫌がらせ等を行った場合 

    （12）第 57 条第 14 号（LGBT への差別禁止）に違反し、LGBT に対する差別、

嫌がらせ、又は排除を行った場合 
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    （13）職位・権限を背景として以下のパワー・ハラスメントに関する行為（嫌が 

らせ行為等）を行った場合 

①他の職員に対し、非合理的理由による差別、嫌がらせ、又は排除を行った

場合 

②自らの提案、懸念、苦情等について意見、質問した者に対し、その者の不

利益となる行為を行った場合 

③不法な行為を命じた場合、又は不法な行為を拒否した者に対し、その者の

不利益となる行為を行った場合 

④ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）等の利用にあたり、部下に

対し、「友達承認」を強く求め、部下の意に反して受諾を強制するような行

為を行った場合 

（14）正当な理由なく、法人が命じる時間外労働、休日労働、出勤、海外出張を

拒んだ場合 

（15）安全又は衛生に関する規程に違反し、指示に従わなかった場合 

    （16）法人の金銭又は物品を紛失した場合 

    （17）過失により法人の金銭又は物品の盗難にあった場合 

    （18）故意又は過失により職場において法人の物品を損壊し、法人に損害を与え

た場合 

    （19）経費の不正な処理をした場合 

（20）職場のパソコンを法人の定める規定その他の指示に反して使用し、コンピ

ューターウイルス等に感染させるなどして業務の運営に支障を生じさせた

場合、又はその職務に関連しない不正な目的で使用し、業務の運営に支障

を生じさせた場合 

（22）以下の交通事故又は交通法規違反行為を行った場合 

①業務時間中に人に傷害を負わせる交通事故を起こした場合 

②業務時間中に酒酔い運転をした場合 

③業務時間中に酒気帯び運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をし

た場合 

    （23）その他業務上の指示又は法人の諸規程に違反した場合 

    （24）企業外非行行為により法人の名誉・信用を損ない、又は法人に損害を及ぼ

した場合、その他企業外非行行為により法人内の秩序が乱された場合 

    （25）その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があった場合 

 

（ハラスメント行為の防止と対応） 

第 77 条 法人が、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラ

スメント並びにジェンダー・ハラスメント等に該当する行為を防止するとともに、
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もしこれらの行為が発生したときの対応等については、ハラスメント防止規定に

定める。 

２．育児休業、介護休業等の利用を申し出たり、利用したりする職員に対し、当該職員の

就業環境を害する言動を行ってはならない。これらの言動を行った職員に対しては、厳

正な処分をする。 

 

（諭旨解雇及び懲戒解雇） 

第 78 条 職員が、次の各号の１つに該当するときは、その情状に応じ、諭旨解雇、又は懲

戒解雇に処する。ただし、改悛の情が顕著に認められること、過去の勤務成績が良好であ

ったこと等を勘案し、第 76 条の処分にとどめることがある。 

（１）他の職員に対し暴行・脅迫を加えることにより職場の秩序、風紀を乱した

場合 

（２）労働契約締結時に最終学歴や職歴等、重大な経歴について偽り、風紀を乱

した場合 

    （３）業務上の報告等を偽り、法人に対して重大な損害・影響を及ぼした場合 

（４）第 57 条第４号（兼業等の事前許可制）に違反し、法人に許可なく在籍のま

ま他の法人又は法人業務に関連する組織に雇い入れられる等兼業をした場

合 

    （５）業務上の報告等を偽り、法人に対して損害・影響を及ぼした場合 

    （６）第 57 条第 12 号（セクシャル・ハラスメントの禁止）に違反し、相手の意

に反することを認識したうえでわいせつな言辞等の性的な言動を行った場

合 

（７）第 57 条第 17 号（秘密等保持義務）に違反し、法人の重大な営業秘密等を

外部に漏らした場合、あるいは漏らそうとし、又は自社及び他社の重大な

秘密を不正に入手した場合、又は同号に違反し、法人の経営に関し、真相

を歪曲して宣伝流布を行い、又は会社に対して不正な誹謗中傷を行うこと

により、法人の名誉・信用を毀損し、又は法人に損害を与えた場合 

（８）第 57 条９号（軽微なものを除く職員間の金銭貸借の原則禁止）に違反した 

場合 

    （９）正当な理由なく、法人が命じる職種変更、昇進を拒んだ場合 

    （10）法人の金銭又は物品を窃取した場合 

    （11）法人の金銭又は物品を横領した場合 

    （12）人を欺いて法人の金銭又は物品を交付させた場合 

    （13）故意により職場において法人の物品を損壊し、法人に重大な損害を与えた

場合、並びに諸給与を不正に支給した場合 

    （14）故意に諸給与を不正に支給した場合、及び故意に届け出を怠り又は虚偽の
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届け出をするなどして、諸給与を不正に受給した場合 

    （15）職場のパソコンを法人規程その他の指示に反して使用し、コンピューター

ウイルス等に感染させるなどして業務の運営に支障を生じさせた場合、又

はその職務に関連しない不正な目的で使用し、業務の運営に支障を生じさ

せ、法人に重大な損害を与えた場合 

    （16）職務に関し、金品の供与を受け、不正の利益を得た場合 

    （17）公務員等に贈賄行為をおこなった場合 

（18）以下の交通事故又は交通法規違反行為を行った場合 

①業務時間中に酒酔い運転で人を死亡させ、もしくは重篤な傷害を負わせた

場合、業務時間中に酒酔い運転で人に傷害を負わせた場合、又は業務時間

中に酒酔い運転で人に傷害を負わせた場合で事故後の救護を怠る等の措置

義務違反をした場合 

②業務時間中に酒気帯び運転で人を死亡させ、もしくは傷害を負わせた場合、

又はこの場合において措置義務違反をした場合 

③業務時間中に酒気帯び運転で人を死亡させ、重篤な傷害を負わせる交通事

故を起こした場合、又はこの場合において措置義務に違反した場合 

④業務時間中に酒酔い運転をした場合で、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場合 

    （19）その他業務上の指示又は法人の諸規程に著しく違反した場合で行為態様が

悪質な場合 

    （20）企業外非行行為により、法人の名誉・信用を著しく損ない、又は法人に重

大な損害を及ぼした場合、その他、法人内秩序が著しく乱された場合でそ

の行為態様が悪質な場合 

    （21）第 62 条（個人情報等の保護）に違反し、その情状が悪質と認められるとき 

    （22）その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があった場合 

 

（懲戒前自宅待機措置） 

第 79 条 職員の行為が諭旨雇又は懲戒解雇事由に該当し、ないしその恐れがある場合、調

査又は審議決定するまでの間、自宅待機を命ずることがある。 

２．前項の場合、自宅待機の期間は賃金を支給しない。 

 

（弁明の機会） 

第 80 条 諭旨解雇ないし懲戒解雇事由に該当するとして、諭旨解雇ないし懲戒解雇になる

恐れがある職員については、事前に弁明の機会を与える。 
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（懲戒の減軽） 

第 81条 情状酌量の余地があり、又は改悛の情が明らかに認められる場合は、懲戒を軽減、

又は免除することがある。 

 

（教唆及び幇助） 

第 82 条 職員が、他人を教唆し又は幇助して第 76 条又は第 78 条に掲げる行為をさせたと

きは、行為に準じて懲戒に処す。 

 

（加重） 

第 83 条 第 75 条各号の１つの懲戒処分を受けた者が、その後１年以内にさらに懲戒に該 

当する行為をしたとき、又は同時に２つ以上の懲戒該当行為をしたときは、その

懲戒を加重する。 

 

 

第９章 退職・解雇 

 

（定年） 

第 84 条 定年の制度は設けない。 

 

（退職） 

第 85条 職員が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日を退職の日とし、

その翌日に職員としての地位を失う。 

（１）退職を願い出て承認されたとき、又は退職願を提出して 14 日を経過したと

き 

（２）死亡したとき 

    （３）休職期間が満了して復職させられないとき 

（４）１年を通じ７日以上無断欠勤したとき 

    （５）期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき 

    （６）職員が行方不明となり、30 日以上連絡がとれないとき 

 

（退職手続） 

第 86 条 職員が、自己の都合により退職しようとする場合は、少なくとも 14 日前までに

退職願を提出しなければならない。 

２．退職願を提出した者は、法人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。 

 ただし、退職願提出後 14 日を経過した場合はこの限りでない。 

３．退職願を提出した者は、退職までの間に必要な業務の引継ぎを行う。 
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（普通解雇） 

第 87 条 本規則の定めによる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員を

解雇することがある。 

（１）職員の心身の状況が、業務に耐えられないと認められるとき 

（２）職員の就業状況又は勤務成績が著しく不良で、就業に適さないと認められ

るとき 

    （３）特定の地位又は職種を条件に採用された者が必要な能力をもたないとき 

（４）協調性を欠き、他の職員の業務遂行に悪影響を及ぼすとき 

    （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 

       （休職期間を更新された場合を除く。） 

    （６）事業の縮小、その他人員整理の必要が生じたとき 

（７）職員として不適格と法人が判断したとき 

（８）その他やむを得ない事由があるとき 

 

（解雇の予告） 

第 88 条 前条により解雇する場合は、次に掲げる者を除き 30 日前に本人には予告する。

予告しなかった場合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

当を支給する。ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、この限り

ではない。 

（１）日々雇い入れられる者で雇用期間が１ヶ月を超えない者 

（２）２ヶ月以内の期間を定めて雇用した者 

    （３）試用期間中であって採用日から 14 日以内の者 

（４）本人の責めに帰すべき事由によって法人が解雇する場合で、所轄労働基準

監督署長の認定を受けた者 

 

（解雇の制限） 

第 89 条 職員が、業務上の傷病により療養のため休業する期間、及びその後 30 日間、並

びに産前産後の女性が休業する期間及びその後 30 日間は解雇しない。 

     ただし、業務上傷病の場合において、療養開始後３年間を経過しても傷病が治

らないで打切補償を支払った場合（法律上打切補償を支払ったものとみなされる

場合を含む。）はこの限りではない。 

 

（清算） 

第 90 条 職員は、退職しようとする場合（懲戒解雇又は解雇された場合を含む。以下同じ。）

は、すみやかに法人から支給された物品を返還し、その他法人に対する債務を清

算しなければならない。 
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２．法人は、職員が退職した場合は、権利者の請求があってから７日以内にその権利に属

する金品を返還する。 

３．職員は、労働基準法の定めるところにより、退職又は解雇の理由等について証明書を

請求することができる。 

 

 

第 10 章 雑則 

 

（災害補償） 

第 91 条 職員が、業務災害又は通勤災害を被った場合は、労働基準法、労働者災害補償保

険法等の定めるところによりその療養等に必要な給付等を受け取ることができる。 

２．職員が、業務外の傷病にかかった場合は、健康保険法により給付を受けるものとする。 

３．職員が、第三者（損害保険会社を含む。）から支給・賠償を受けるべき場合は、企業内

補償（特別補償、見舞弔慰金等）は支給しないか、あるいは減額する。 

 

（弔慰見舞金） 

第 92 条 職員の慶弔、罹病、罹災の際は、それぞれ祝金、見舞金、又は香料を支給する。 

２．慶弔見舞金等の支給は、別に定める慶弔に関する規程による。 

 

（火災予防） 

第 93 条 職員は、消防具、救急品の備付場所並びにその使用方法を理解しておかなければ

ならない。 

２．火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知った場合は、臨機

の処置をとると共に、直ちにその旨を担当者その他居合わせた者に連絡する。同時に消

防署等関係機関に通報し、その被害を最小限に食い止めるよう努めなければならない。 

 

（損害賠償） 

第 94 条 職員が、故意又は過失によって、法人に損害を与えた場合（番号法に違反し、個

人番号を漏洩するなどして、法人に損害を与えた場合も含む。）は、その全部又は

一部の賠償を求めることがある。ただし、賠償によって第 75 条、第 76 条及び第 

78 条の制裁を免れるものではない。 

 

（教育訓練） 

第 95 条 法人は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、職員に対して

必要な教育訓練を行う。 

２．法人は、個人情報及び特定個人情報等の保護管理を徹底するため、職員に対し、個人
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情報及び特定個人情報等の適正な管理に関する教育訓練を行う。また、個人情報及び特

定個人情報等の管理責任者並びに個人情報及び特定個人情報等を取り扱う事務取扱担当

者に対して、別に、教育訓練を指示することがある。 

３．職員は、法人から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限

り教育訓練を受けなければならない。 

４．前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも４週間前までに当該職員に対して通知す

る。 

 

 

 

附則 

 

１．この規則は、平成２６年７月１日から施行する。 

 

２．この規則は、平成３０年３月２６日から改定施行する。 

 

3. この規則は、令和４年５月１日から改定施行する。 


