公正取引委員会競争政策センター（CPRC）「人材と競争政策に関する検討会」
第 6 回会合・委員提出資料（和久井理子）

人材をめぐる競争の適正化にむけて
［公表後］
・公正取引委員会として同 CPRC・本検討会報告書の内容を検討し意見等公表

・公正取引委員会において指針（ガイドライン）を策定して公表
・公正取引委員会においてパンフレット等を新規に作成（又は既存のものを改訂）
・厚生労働省「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」（別紙）を公正取引
委員会が参画して見直し改訂
・国土交通省と連携し建設業法の執行・運用，雇用改善事業，その他下請取引適正化・
一人親方保護等の施策の実施状況を継続的に注視
・その他「人材」にかかる施策につき関係省庁と連携

・競争政策の観点からも労働分野における不公正な取引方法が行われないようにす
ることが課題であることが明らかになったこと，及び，労働法（なかでも労働基準法
等個別的労働関係法）と独占禁止法とが部分的に重複しつつ人材市場での取引の適正
化及び人材の保護の機能を果たしていることが明らかになったことを受けて，厚生労
働省に対して労働者性（なかでも労働基準法上の労働者性）についての再検討その他
の所要の措置等をとるよう提言
［中長期的課題］
・経済産業省・中小企業庁との関係強化，とくに下請法に限らず優越的地位濫用につ
いて「下請かけこみ寺」事業にみられる法執行上の補完的連携関係の拡大・強化を検討
・都道府県（労働相談等を実施），市町村，弁護士団体等との連携強化
・「不公正な取引方法」（昭和 57 年 6 月 18 日告示第 15 号（平成 21 年 10 月 28 日
告示 18 号により改正されたもの）（一般指定）第 8 項（ぎまん的顧客誘引）を改正―な
かでも「自己が供給する商品又は役務」にかかる「顧客」に対する行為とする部分を改正
―，一般的に能率競争（競争手段の公正性）維持上，執行することができる規定とする
・下請法の適用範囲の拡大を検討
・民事救済制度の利用状況を検証，必要な法改正措置等を講じる
以上

事務局注：本資料は，和久井委員御自身の第６回検討会における発言メモとして配布されたものである。

資料・厚生労働省
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9〜13ページの

हχȜ·͈ഐୃ̈́ঔ͈̹͈͛
΄ͼΡρͼϋ
第１

は、チェック欄としてご活用ください。

ٜȁȁȁ୰

趣旨

このガイドラインは、在宅ワークの契約に係
る紛争を未然に防止し、かつ、在宅ワークを良
好な就業形態とするために、在宅ワークの契約
条件の文書明示や契約条件の適正化などについ
て必要な事項を示すものである。在宅ワークの
仕事を注文する者は、契約を締結する際には、
在宅ワーカーと協議した上で契約の内容を決定
するとともに、第3に示す内容を守っていくこ
とが求められる。
第２

定義

このガイドラインにおける以下の用語の意味
は、それぞれに定めるところによる。
⑴

在宅ワーク

ɖȁૂ༭ڰͬܕܥဥ̱̀हࠁఠ́ুאഎ

情報通信機器を活用して請負契約に基づき

࣐ͩͦͥͅ൱̧༷͈̠̻ȂഎͅȜΫΑ

サービスの提供等（例えば、テープ起こし、

͈͈̠࣐ͬ̓̈́ͬ͜ރȶहχȜ·ȷ̞͂

データ入力、ホームページの作成、設計・製

̞̳͘ȃ

図等）を行う在宅形態での就労をいう（法人

ȁȁहχȜ·͉ͅఉਅఉအ͈̦̜̳̈́ͤ͘͜

形態により行っている場合や他人を使用して

̦Ȃ΄ͼΡρͼϋ͈ഐဥచય͂̈́ͥहχȜ

いる場合などを除く。）
。

·͉͂Ȃ̷͈ಎ́͜༗ࢌ͈ຈါ͈̞ࣞ͂ࣉ
̢ͣͦͥȂমު৪̦৻̞͈̳́͜ȃ
Ƀ৽̈́ਅɄ
වႁȤȤȤȤȤ̧ࡔࣂ͈̈́̓ΩΕϋ
වႁ͈̈́̓ैު
ΞȜί̭̱ܳȤȤȤ࣒Ȃज͈ٛ̈́̓إ
ΞȜί͈ඤယ͈ΩΕϋව
ႁ͈̈́̓ैު
ΟȜΗවႁȤȤȤȤڎਅऔຘ͈̈́̓ঙྴȂਯ
ਫ਼Ȃ औ ඤ ယ ̈́ ̓ ͈  ڎਅ
ΟȜΗ͈වႁैު
γȜθβȜΐै଼ȤŉŕŎōȪΧͼΩȜΞ΅Α
Πܱ࡞ࢊȫͬဥ̞̀γȜ
θβȜΐͬै଼̳ͥैު
୭ࠗȆୋȤȤȤȤΩΕϋષ࣐̠́୭ࠗȆୋ
͈ैު
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ɖȁ༹૽ࠁఠ࣐̞ͤ̽̀ͥ͢ͅાࣣ͞ఈ૽ͬঀ
ဥ̱̞̀ͥાࣣ͉̈́̓মު৪̦̞ࣞ͂ࣉ̢
͈ͣͦͥ́΄ͼΡρͼϋ͈ഐဥచય͉͂̈́ͤ
̵ͭ͘ȃ
ɖȁ̤̈́Ȃٸ໐ܱ؛ఘȪńŅĮœ ȟ ńŅĮœŘ̈́̓ȫ
͈͉ྌރള̱̫ͬ̀Ȃࡔࣂͬ൚ٸڂ໐
ܱ؛ఘͅවႁ̱Ȃ̷ͦͬොව̳ͥાࣣȂز
ඤႻ൱༹ષ͈ȶزඤႻ൱ȷͅڂ൚̱̳͈́͘Ȃ
̭͈΄ͼΡρͼϋ͈ഐဥచય̵͉͂̈́ͤͭ͘ȃ
⑵

在宅ワーカー
在宅ワークを行う者をいう。

⑶

注文者
在宅ワークの仕事を在宅ワーカーに注文す
る者をいう。

ɖȁু͈ͣॽমͬಕ̳ͥ৪̺̫̩́̈́Ȃఈ৪
̥ͣॽম̫̞ͬȂ̭ͦͬࡢș͈हχȜ
Ȝͅಕ̳ͥ৪Ȫಏٚު৪ȫ͜൚டಕ৪
̳ͦ͘͘ͅ܄ȃ

第３
⑴

注文者が守っていくべき事項
契約条件の文書明示及びその保存

イ

ɖȁࠀࢃ̲݃݅ͬͅȂΠρήσ̦อ̳ͥ

契約条件の文書明示

̭͈̞̠͂̈́͢Ȃಕ৪͉हχȜȜ͂დ

注文者は、在宅ワーカーと在宅ワークの

̢̱ࣣ̹̠̽́Ȃऒܱӱ̥ͣӺུ͈ܖഎ̈́ম

契約を締結するときには、在宅ワーカーと

̞ࣜ̾̀́ͅྶা̱̱̠͘͡ȃ

協議の上、在宅ワーカーに対して、次の①
から⑩の事項を明らかにした文書を交付す
ること。
ただし、契約期間が一定期間継続し、受
発注が繰り返されるような場合、各回の受
発注に共通する事項を包括的な契約とし、
納期等各回の個別の事項をその都度の契約
内容として、それぞれ明示することも可能
であること。
①

注文者の氏名、所在地、連絡先

ɖȁಕ৪̦අ̧́ȂږͅႲ၁̦৾ͦͥ͢
̠ྶ̧̠̱̤̱̀͘͡ͅږȃ

②

注文年月日

③

注文した仕事の内容

ɖȁॽম͈ඤယ̞̾̀ͅȂ༷ͅএ̞֑̞Ȃࢋ
ٜ̦̜̭̦ͥ͂Ȃ༭ਫ͈͈̈́̓͒Πρή
σ̦̦̻̳͈̾̈́ͤ́́ͅȂඤယ̦ྶͅږ
̥̠ͥ͢ͅಕփ̱̱̠͘͡ȃ

④

報酬額、報酬の支払期日、支払方法

ɖȁ༭ਫ͈̳̈́̓ͥͅ۾Πρήσ̦ઁ̩̈́
̞͈̈́́Ȃྶ̠̱̱͘͡ͅږȃ

⑤

注文した仕事にかかる諸経費の取扱い

ɖȁȂၳ߄̈́̓ॽম̥̥ͥͅࠐͅ
̤̞̀Ȃಕ৪̦̳ͥࠐ̦̜ͥાࣣͅ
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͉Ȃ
̷̜̥̲͈ͣ͛ํսͬྶ̠̱̱͘͡ͅږȃ
⑥

成果物の納期、納品先、納品方法

ɖȁ༭ਫ͈ܢ͉ො̥ͣܳॳ̱̀ɛ
ոඤ̯͂ͦͥાࣣ͜ఉ̞͈́Ȃږ଼ͅض
̦ො̯̭̦ͦͥ͂ਹါ̳́ȃ

⑦

契約条件を変更する場合の取扱い

ɖȁࠀࠫࢃͅࠀඤယͅ་ࢵ̦̲̭ͥ͂
̦̜̹ͥ͛Ȃࠀࠫশ̜̥̲ͣ͛ͅࠀૄ
͈་ࢵ̳৾ͥͅ۾ե̞̞̾̀ͅྶ̥̱ͣͅ
̧̤̱̠̀͘͡ȃ
ȁȁࠀૄ͈་ࢵͅ൚̹͉̽̀Ȃ̷͈ࢃ͈Π
ρήσ͈อͬཡগ̳̹ͥ͛Ȃ૧̹ͅࠀͬ
̱ࠫೄ̱̱̠͘͡ȃ̷͈ાࣣ͉ͅȂոஜ͈
ࠀͅض଼͈ުै̩̿ܖȂ༭ਫ͈̈́̓৾ե
̞̞̾̀͜ͅಕ৪͂हχȜȜ༷́
დ̱ࣣ̞̱̠͘͡ȃ

成果物が不完全であった場合やその納

ɖȁ଼ض̦ະ̜̹ۖ́̽ાࣣ͞हχȜ

入が遅れた場合等の取扱い（補修が求め

Ȝ͈ୣහ́ࠀ̹͛ͅඤယ̦ͣͦ̈́

られる場合の取扱いなど）

̥̹̽ાࣣ͉ͅȂಕ৪͉हχȜȜͅ༞

⑧

ਘ͞అ͈ٺฅੲ̜̦̭ͬͤ͂ͥ͛ݥං̳͘ȃ
̷͈ાࣣ͈৾ե̞̞̾̀ͅȂहχȜȜ͈
ୣහ̧̱̤̱ͬ̀͘͡ͅږྶ̲̥̜͛ͣ͛܄
̠ȃ
⑨

成果物に係る知的財産権の取扱い

ɖȁϋάνȜΗȜίυΈρθȂ͈ΟΎͼ
ϋ̈́̓Ȃ଼ضͅഎ़ॲࡀȪಠैࡀȂփੴ
ࡀ̈́̓ȫ̦ັဓ̯ͦͥાࣣȂഎ़ॲࡀ͈ܦ
௺୶Ȃ൚ࡀڂ၌̦ಕ৪ͅ֊ഢ̯ͦͥાࣣ͈
చثȂࡀ၌̦हχȜȜ̳ͥͅ௺ܦાࣣ͈
ঀဥݺౄ͈చ̱̀ͅږྶ̲̥̜͛ͣͬ̓̈́ث
̧̤̱̠͘͡ȃ

⑩

在宅ワーカーが業務上知り得た個人情
報の取扱い

ɖȁಕ৪͉Ȃࡢ૽ૂ༭͈৾ե̞ͬहχȜ
Ȝͅտు̳ͥાࣣȂ̷͈ࡢ૽ૂ༭̦հͅ
ۯၑ̯̠ͦͥ͢ȂहχȜȜͅచ̱̀Ȃຈ
ါ̥̾ഐ୨̈́۬ආ̵࣐̫ͬͩ̈́ͦ͊̈́ͤ͘
ͭȃ̷͈̹͛Ȃࠀํսૂ૽ࡢ͈́ٸ༭͈၌
ဥͬগ̳̭ͥ͂̈́̓ȂहχȜȜ̦ͥ
̧͓ࡢ૽ૂ༭͈հۯၑ̳ͥͅ۾মࣜ̈́̓ͬ
̜̥̲ͣ͛ྶ̧̥̱̤̱̠ͣ̀͘͡ͅȃ

ロ

契約条件の文書保存
注文者は、在宅ワーカーとの契約条件を
めぐる紛争を防止するため、上記イの事項
を記載した文書を3年間保存すること。

ハ

電子メールによる明示
上記イの①から⑩の事項は、文書の交付
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に代えて電子メールにより明示してもよ

࣐̞̭̥ͩͦ̀ͥ͂ͣͅȂഩঊιȜσͥ͢ͅ

い。ただし、その場合でも、在宅ワーカー

ࠀૄ͈ྶা͜ओ̵̢̱̜̦ͤͭ͘Ȃह

から文書の交付を求められたときは、速や

χȜȜ̥͈ͣັ̧̹ͬ͂ͦͣ͛ݥ

かに文書をその在宅ワーカーに交付するこ

͉Ȃ
௸̥ͬ͞ͅັ̳ͥຈါ̦̜̳ͤ͘ȃ

と。
⑵

契約条件の適正化
イ

報酬の支払
①

報酬の支払期日
報酬の支払期日については、注文者が
在宅ワーカーから成果物を受け取った日
から起算して30日以内とし、長くても
60日以内とすること。

②

報酬の額
報酬の額については、同一又は類似の
業務に従事する在宅ワーカーの報酬、注

ɖȁड೩ೈ߄͉͂Ȃ
ड೩ೈ߄༹ͥ͢ͅड೩ೈ߄Ȃ
̾ͤ͘౷֖༆ड೩ೈ߄̤͍͢අड೩ೈ߄ͬ
փྙ̱̳͘ȃ

文した仕事の難易度、納期の長短、在宅

ɖȁहχȜȜ͈༭ਫ͂ड೩ೈ߄̳͂ͬڛ

ワーカーの能力等を考慮することによ

ͥष͉ͅȂດഎ̈́हχȜȜ͈শۼ൚̹

り、在宅ワーカーの適正な利益の確保が

͈ͤैުၾ̥ͣே̯ͦͥশۼ൚̹͈ͤ༭ਫ

可能となるように決定すること。

͂ͬ͜ͅڣ̢ͦͣ͘ࣉ༹̦༷̠̞̳͂ͥڛ

なお、報酬の額については、最低賃金

̳ȃ

を参考にすることも考えられる。
ロ

納期

ɖȁ
ȶુ͈Ⴛ൱৪͈ˍ͈Ⴛ൱শۼȪ˔শۼȫ

納期については、在宅ワーカーの作業時

ͬ࿒հ̳͂ͥȷ͉͂Ȃॽম͈ොͬܢ͛ͥͅ

間が長時間に及ばないように設定するこ

൚̹̽̀Ȃુ͈ࡹဥႻ൱৪͈ˍ͈ਫ਼ඤ

と。その際には、通常の労働者の1日の労

Ⴛ൱শ͈ۼષࡠ̜́ͥ˔শͬۼहχȜȜ

働時間（8時間）を目安とすること。

͈ैުশ͈ۼષࡠ͈࿒հ̳̞̠͂ͥ͂ਇক́
̳ȃ
ɖȁ˔শͬۼ࿒հ̱͂̀ොͬܢ୭̳ͥषͅ
͉Ȃດഎ̈́हχȜȜ͈শۼ൚̹͈ͤै
ުၾ̥ͣே̯ͦͥȂอಕ̱̹ॽমͅຈါ̈́
ैުশۼତͬ͂͜ͅ୭༹̳̞̠༷̦ͥ͂ࣉ
̢̳ͣͦ͘ȃ

ハ

継続的な注文の打切りの場合における事
前予告

ɖȁࠑഎͅ൳͈֚ಕ৪̥ͣॽমͬං̞̀ͥ
हχȜȜ̤̞͉̀ͅȂॽম̦ඏட̻୨

同じ在宅ワーカーに、例えば6月を超え

ͣͦͥ͂ڰ୭͈ࠗ་ࢵͬဒܻ̩̯̭̈́ͦͥ

て毎月1回以上在宅ワークの仕事を注文し

̦̜̳͈͂ͤ́͘Ȃ̷̧͈̫̺ͥ́ͬޣג

ているなど継続的な取引関係にある注文者

்̯̩̳̹ͥ͛͛ͅထ̳̞̠࣬ͥ͂ਇক́

は、在宅ワーカーへの注文を打ち切ろうと

̳ȃ

するときは、速やかに、その旨及びその理
由を予告すること。

ɖȁ̻୨ͥၑဇ̱͉͂̀Ȃ႕̢͊Ȃಕ৪̦
ȶުྩၾͬੀ̱̹̹͛ȷ͞हχȜȜ̦
ྀ͈̠ٝ͢ͅȶො̹̞͛̈́ͣͬܢȷ
Ȃ
ȶॽম
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͈ြߓࣣͅ࿚ఴ̦̜̹ͥ͛ȷ̦̈́̓ࣉ̢ͣ
̳̦ͦ͘Ȃ
̴̞̱ͦͧͅȂ
̷͈ၑဇͬहχȜ
Ȝͅྶ̦̭̳͂ͥͅږຈါ̳́ȃ
ニ

契約条件の変更

ɖȁॽম଼͈ۖ̽̀͢ͅ༭ਫ̦ͩͦͥ

契約条件を変更する場合には、在宅ワー

ࠀ͈ৗ̥ͣȂίυΐͿ·Πװ̦ۼܢಿ̯

カーと十分協議の上、上記(1)のイに掲げ

ͦͥ͂༭ਫ͈শ͜ܢಁ̩̹̈́ͥ͛Ȃह

る事項の内容を確認し、文書を交付するこ

χȜȜ͈ࠐफഎ̦ఱ̧̩̭̦̈́ͥ͂ထ

と。在宅ワーカーが契約条件の変更に応じ

ே̯̳ͦ͘ȃ
ȁȁ൚͈ࠀࣣͅͅߓ͙ૺ͈ުै̩̿ܖ؊̲

取扱いを行わないようにし、当初の契約内

̀༭ਫ͈֚໐̠ͬඅ႕͈ͬ͛ͥ̈́̓చ

容を守ること。

؊̦བ̳ͦ͘͘ȃ

ホ

ない場合であっても、それにより不利益な

その他
成果物が不完全であったこと、その納入

ɖȁ̭͈΄ͼΡρͼΰ͉Ȃ଼ض̦ະۖ́
̜̹̽ાࣣ͞ො̦ܢಁ̹ͦાࣣ͈৾ե̞ͬȂ

が遅れたこと等により損害が生じた場合

ྶা̧̳͓ম̱̞̳̦ࣜ͂̀͘Ȃ̷͈͢

に、上記(1)のイに基づきあらかじめ契約

̠̈́ાࣣ́అ̦ٺ̧̲̹͂ͅȂ̜̥̲ͣ͛

書において在宅ワーカーが負担すると決め

ࠀ̞͛ͣͦ̀ͥͅํս಼̢ͬ̀हχȜ

ている範囲を超えて責任を負わせないよう

Ȝͅୣහ̵̞̠̱̱̠ͬͩ̈́͘͢͡ͅȃ

にすること。

ȁȁఅ͈ٺอ̱̀ͅ۾Ȃಕ৪௰͜ͅୣහ̦
̜ͥાࣣ͉Ȃୣහͬྫণ̱༷֚̀എͅह
χȜȜͅୣහ̳ͬ̓̈́هȂະ൚̈́ͬ
̵͉̜̦̭̳ͭͤ̈́̀̽͂͘هȃ

⑶

その他
イ

注文者の協力
注文者は、在宅ワーカーが業務を遂行す
る上で必要な打合せに応じる等、契約内容
を履行するために必要な協力を行うことが
望ましいこと。

ロ

在宅ワーカーの個人情報の保護
注文者は、在宅ワーカーの個人情報を取
り扱うに当たっては、その利用の目的をで
きる限り特定すること。また、あらかじめ
本人の同意を得ないで、利用目的の達成に
必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わ
ないこと。注文者は、在宅ワーカーの個人
情報の安全管理のために必要かつ適切な措
置を講じるほか、個人情報の保護に関する
法律を遵守すること。
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΄ͼΡρͼϋ

ハ

健康確保措置

ٜȁȁ୰

ɖȁ܉ୈႻȂ̲ࣴ̈́̓ͬۜͥहχȜȜ

VDT作業（注）の適正な実施方法、腰

̦ఉ̩ȂඅͅŗŅŕैުచॐ͈ࣴ͞ཡগచ

痛防止策などの健康を確保するための手法

ॐ̦ਹါ̳́ȃಕ৪͉ȂŗŅŕैު͈ഐୃ

について、注文者が在宅ワーカーに情報提

̈́ঔ༹༷Ȃࣴཡগచॐ͈̈́̓࠲ࢫͬږ༗

供することが望ましいこと。

༹̳̹͈༷̞ͥ͛̾̀ͅૂ༭̭̠࣐͂ͬރ
̦བ̳ͦ͘͘ȃ

ニ

能力開発に関する支援
注文者は、在宅ワーカーが能力の開発及

ɖȁहχȜ·͉ুאഎ̈́൱̧༷̜̹́ͥ͛Ȃ
हχȜȜ͉৽ͅুࡨอ̽̀͢ͅෝႁٳ

び向上を図ることができるように、業務の

อ࣐̠ͬຈါ̦̜̳̦ͤ͘Ȃ
ਠං̧̳͓েȆ

遂行に必要な技能及びこれに関する知識の

ܿෝͅૂ̳ͥ۾༭͉ઁ̩̈́Ȃুࡨอ࣐̞ͬ

内容及び程度その他の事項に関する情報の

̩̞ͅે̳̜ͤ͘ͅޙȃ̭͈̹͛Ȃಕ৪͉Ȃ

提供等、在宅ワーカーの能力開発を支援す

हχȜȜͅຈါ͂এͩͦͥෝႁٳอͅ۾

ることが望ましいこと。

̳ͥૂ༭̳ͬͤ̓̈́ͥ͢ͅރȂहχȜ
Ȝ͈ෝႁٳอ̳ͥͅ۾̦̭̠࣐͂ͬ׳བ
̳ͦ͘͘ȃ

ホ

担当者の明確化

ɖȁहχȜȜ̦ैުͬૺ͛ͥಎ́Ȃ࿚̞ࣣ

注文者は、あらかじめ、在宅ワーカーか

̵ͩ͞ߎૂͬ૭̱̹̞ાࣣ̳̪ͅͅႲ၁́

ら問い合わせや苦情等があった場合にそれ

̧̠̱̤̩ͥ̀͂͢ͅȂ࿚ఴ்͈ܢอࡉȂΠ

を受け付ける担当者を明らかにすることが

ρήσཡগͅၛ̻̳͘ȃಕ৪͉Ȃ̷ͦͬ

望ましいこと。

̫ັ̫ͥௗ࢛͂̈́ͥ൚৪͈ঙྴȂႲ၁୶
̜̥̲ͬͣ͛ȂहχȜȜͅྶ̥̳ͣͥͅ
̭̦͂བ̳ͦ͘͘ȃ

ヘ

苦情の自主的解決
注文者は、在宅ワーカーから苦情の申出
を受けたときは、在宅ワーカーと十分協議
する等、自主的な解決を図るように努める
こと。

（注）VDT作業とは、ディスプレイ、キーボー

ɖȁ࢚Ⴛ൱જ͉́Ȃ଼25ාːͅȶŗŅŕ

ド等により構成されるVDT機器を使用して

ैު̤̫ͥͅႻ൱מۯၑ͈̹͈͛΄ͼΡρ

データの入力・検索・照合等、文章・画像等

ͼϋȷͬॐ̱ȂŗŅŕैު̤̫ͥͅႻ൱מ

の作成・編集・修正等、プログラミング、監

ۯၑ̳̈́̓ͥͅ۾মުા͈́ু৽എచॐͬ

視等を行う作業をいう（平成14年４月厚生

া̱̞̳̀͘ȃ

労働省「VDT作業における労働衛生管理の
ためのガイドライン」
（21 〜 27ページ参照）
。

※

在宅ワーカーとの契約に際しては、本ガイドラインの内容が守られているかを点検することが重要です。
本ガイドラインの各項目ごとにチェック欄を設けていますので、

に㾎印をつけ、契約書の内容や

貴事業所の実態の確認にご活用下さい。
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Ⅲ

契約書の参考例

このページからは、いわゆる「ライター業務」を例として、契約書の参考例をご紹介します。
同じ当事者の間で、受発注が繰り返される場合を想定し、各回の受発注に共通する事項を「基本契約」
、納
期など各回の個別の事項を「個別契約」
（発注書）として契約する例です。
契約の際に必要な基本的事項を盛り込んでいる参考例ですので、状況に合わせてご活用下さい。

ࠀུܖ

業務委託契約書
ڼٛ২ɛɛͬࢿ̱͂Ȃɡɡ̱ͬ̀͂؟Ȃ
ࢿ͈ުྩ͈տు̱̀ͅ۾Ȃ
ষ͈ͤࠀ̳ͬࠫͥȃ
ུࠀ͈̞͛̈́ͅমࣜྌུ͉ࠀ͈ඤယ൝̦̲̹݃݅ͅાࣣ͉ͅȂ̷͈സഽȂྦྷ༹͉ͬ
༹̲̳͛͂ͥ႓൝ͬ൩̢͘Ȃ୍փͬ̽̀͜ࢿ͈݈ފ؟ષȂ৾ͤࠨ͈̳͛ͥ͂ͥ͜ȃ
発注者＝甲、
在宅ワーカー＝乙です。
（委託業務）
లˍૄȁࢿ͉Ȃġͅ؟ɢɢɢͅྩު̳ͥ۾Ȫոئȶུުྩȷ̞̠͂ȃȫͬտు̱Ȃ̭͉ͬͦ؟
ు̱Ȃུުྩ͈࿒എͬၑ୍ٜ̱̀ͅުྩͬଛ࣐̳ͥȃ
（契約期間）
లˎૄȁࢿུ̦ުྩͬͅ؟տు̳͉ͥۼܢȂ଼ɛාɛɛ଼̥ͣɛාɛɛ́͂͘
̳ͥȃ
（契約の解除）
లˏૄȁࢿྌ͉͉؟Ȃུࠀۼܢಎ̜́̽̀͜Ȃࠀུ͈༷̦ࠀ̧֑̱̹͉͂ͅȂུ
ࠀٜͬੰ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ˎȁࢿ͉Ȃུࠀۼܢಎ̜́̽̀͜Ȃͬྩުུ̦؟ঔ̳̭̦ͥ͂ࣾඳ̧̜̹́ͥ͂͛͂
͉Ȃུࠀٜͬੰ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ̹̺̱Ȃ̦؟ါ̱̹ဥ͈̞͉̾̀ͅȂࢿ݈ފ؟
͈ષȂࠨ̳͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ
報酬額、仕事にかかる諸経費に関する定めです。
（報酬等）
లːૄȁུުྩ̳ͥͅ۾༭ਫ͉ڣȂ511লࣂࡔ͛ݑဥঞ2ཿ̜̹ͤɛɛɛɛ̳ͥ͂ȃ̤̈́Ȃ
อಕ͛ͥͅ༭ਫࠀུ̦ڣ͛ͥͅ༭ਫ̞ࣞͤ͢ڣાࣣ͉Ȃอಕ͈͈͛ͥ͢͜ͅ
̳͂ͥȃ
ˎȁȂ൝੨ࠐ͈৾ե̞̞͉̾̀ͅȂࢿ͈݈ފ؟ષȂࠨ̳ͥȃ
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Ⅲ 契約書の参考例
業務委託契約書のつづき

報酬の支払期日、支払方法に関する定めです。
（報酬の支払方法）
లˑૄȁࢿ͉Ȃྎྀ̥ͣ؟̫̹́ͬ͘ͅݥ̱ͅ۾Ȃڎ͈༭ਫྎံͬڣ
́͘ͅ؟ঐ͈߆࣐࢛जͅ૦ࣺ͚̭̠ͤ͂́ȃ
ȁȁ̤̈́Ȃ̷͈ष͈૦ࣺତၳ͉Ȃࢿ͈̳͂ͥȃ
契約条件を変更する場合の取扱いです。
（契約条件の変更）
ల˒ૄȁࢿ͉Ȃտుުྩ͈ඤယȂঔ༹༷൝ࠀૄ͈་ࢵ࣐̠ͬຈါ̦̜ͥ͂౯̱̹ાࣣ
͉Ȃ͈݈ފ͂؟ષȂ་ࢵ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ̭͈ાࣣȂտుުྩ͈ඤယȂঔ༹༷Ȃ༭ਫ൝
̞͈݈̾̀ͅފ͂؟ષȂ૧̹ͅࠀ̱ͬࠫೄ̳͈̳͂ͥ͜ȃ
（補修及び損害賠償）
ల˓ૄȁࢿ͉Ȃ଼ض̦͈֚ොକͅో̱̞̞̀̈́͂౯̱̹ાࣣ͉Ȃ̷͈ͅ؟༞ਘͬݥ
̧̭̦͛ͥ͂́ͥȃ
ˎȁࢿྌ͉͈؟ୣ̧͓̳͛ͅܦমဇͤ͢ͅࠀ̹͛ͅඤယ̴̦ͣͦȂࢿྌ͉̦؟ਹఱ̈́
అͬٺ̫̹ાࣣ͉Ȃೄ୪̥࡛̫̹̾ͅુఅํ͈ٺսඤ̤̞̀ͅȂ༷ͅఅٺฅੲ
̧̳͈ͬͥ͂ͥ́͜ݥȃ
ˏȁུૄ̩̿ͅܖఅٺฅੲ͈͉ڣȂࢿ͈݈ފ؟ષȂࠨ̳͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ
（第三者委託）
ల˔ૄȁ͉؟Ȃུުྩ͈໐ྌ͉֚໐̞̾̀ͅల२৪ͅտు̳ͥຈါ̦̜ͥ͂౯̱̹ાࣣ
͉Ȃࢿ͈݈͂ފષȂల२৪ͅտు̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
在宅ワーカーの個人情報に関する取扱いです。
（秘密保持）
ల˕ૄȁࢿ͉Ȃૂ૽ࡢ̳ͥ۾ͅ؟༭ͬ৾ͤե̠ͅ൚̹͉̽̀Ȃ͈؟൳փͬං̹၌ဥ࿒എ͈ో଼
ͅຈါ̈́ํսඤ́৾ͤե̠͈̳͂ͥ͜ȃ
ˎȁ͉؟Ȃུުྩ͈၎࣐̜̹̽̀ͤͅං̹ࡢ૽ૂ༭ͬ৾ͤե̠ͅ൚̹͉̽̀Ȃ൚ૂ૽ࡢڂ
༭ͬഐ୨৾ͤͅե̫̞ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ

在宅ワーカーが守るべき個人情報の安全管理に関する事項を別に契約
することもあります。
【例】 ○個人情報の定義
○個人情報の適切な管理
・受託業務に係る個人情報を甲の指定する作業場所以外に持
ち出さないこと
・コンピュータのセキュリティ対策
○個人情報の返還及び返還時の複製の禁止

など

在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン
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業務委託契約書のつづき

̭͈ࠀ଼͈ၛ͈બ̱͂̀Ȃུࠀͬˎै଼̱Ȃࢿˍڎ؟ͬ༗ခ̳͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ
注文者は、契約条件を記載した文書を
３年間保存するよう求められています。
଼ɛාɛɛ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁࢿȁਯਫ਼ȇ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ২ྴȇڼٛ২ɛɛȁȁȁȁȁయນ৪ྴȁȁȁȁȁȁȁȁ֣
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ؟ȁਯਫ਼ȇ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁঙྴȇġɡɡȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ֣

ࡢ༆ࠀ
଼ɛɛාɛɛ

注文年月日の記載があります。

発

注

書

ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
Ȫࢿȫอಕ৪ȁਯȁȁਫ਼ȇ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ২ȁȁྴȇڼٛ২ɛɛ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁయນ৪ྴȇȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ֣
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁŕņōİŇłřȇ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁུުྩ̳ͥͅ۾൚৪ȇɢɢ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁŕņōİŎłŊōȇ
ȁȪ؟ȫਯȁȁਫ਼ȇ

注文者の氏名、所在地、連絡先の記載のほか、

ȁȁȁঙȁȁྴȇɡɡ

担当者の氏名が明らかにされています。

ȁȁȁŕņōİŇłřȇ

ȁࢿ͉Ȃͅ؟చ̱Ȃո͈̤͈ͤ͂ئຊުྩͬտు̳ͥȃ
１

委託内容ȁȁɢɢๅ২ۏȸৗȆၾ͂͜ͅၻࢡ̈́हχȜ·ȹ

ȁȁȁȁȁȁȁȁρθຊުྩ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȆ΅λΛΙάȜˍུȪ35লոඤȫ

注文した仕事の内容の
記載があります。

ȁȁȁȁȁȁȁȁȆࡉ̱ˎུȪڎ27লոඤȫ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȆུȪ39লȿ31࣐671লոඤȫ
２

契約金額

ȁ￥ɛɛɛɛ

ȁȁȁȁȁȁȁȁȪ࡙ஂಭਓ୕￥ɛɛɛɛͬ༭ਫ૦ࣺশͅओ̱̩֨ȫ
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報酬額の記載があります。

Ⅲ 契約書の参考例
発注書のつづき

３

履行期限ȁȁ଼ɛාɛɛ

４

納品先・方法
ȁڼٛ২ɛɛȪ൚৪ɢɢȫ̜̀Ξ΅ΑΠΟȜΗͬιȜσ́ො̳̭ͥ͂
成果物の納期、納品先、納品方法の記載があります。

５

成果物の検査
ȁࢿ͉Ḁ̑ͣ؟଼̫̹ͬض̱ͅ۾Ȃɛոඤͅऔ࣐̠ͬȃ
ȁऔ଼ͤ͢ͅض̦͈֚କͅో̱̞̞̀̈́͂ࢿ̦౯̱̹ાࣣ͉Ȃ̭͉ͬͦ؟ɛո
ඤͅ༞ਘ̳̭ͥ͂ȃ

成果物に関して、問題があるかどうかの判断が容易な場合、次の様な記載例があります。
【例】検査により、成果物が一定の水準に達したと甲が判断した場合は、それ以降は、甲
は乙に補修を請求することができない。

６

諸経費の取扱い
ȁࢿ͉Ȃոࠐ͈ئ̳͈̳ͬͥ͂ͥ͜ȃ
ȁȁȆॽমͅຈါ̈́ܕܥȂΨȜΐοϋͺΛίဥ
ȁȁȆ̵̻ࣣͩশ͈

諸経費の取扱いの記載があります。

ȁȁȆ
ȁȁȆ༭ਫ͈૦ࣺତၳ
７

権利の帰属
ȁུުྩ଼͈ض̳ͥͅ۾ಠैࡀ൝͈എ़ॲࡀ̞͉̳̾̀ͥͅ௺ܦͅ؟ȃ

成果物に関する知的財産権に関する取扱いの記載があります。
この他の記載例としては、知的財産権の使用対価に関する規定が考えられます。
【例】甲は、●●の使用により得られた製品を販売したときは、使用許諾料として、
その売上金額の○パーセントを乙の指定する期日までに支払う。

在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン
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