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2017年さいちゃれ講座「Ａ-2 税務・財務・総務の知識」



本日お話しする項目
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1.会社組織の中での総務の位置づけと役割
2.広義の総務業務とは
（含む）人事、法務、広報、情報システム、庶務
3.狭義の総務業務
コンプライアンスとコーポレートガバナンス
4.人事の業務
5.法務、広報、情報システムの業務
6.ＮＰＯの総務（事務）の実務
7.実例と参考図書の紹介



私の30年の総務・人事経歴
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人事部（旧明治製菓全社）

研修、採用、異動、人事考課、労務

事務センター（全社）

社会保険、給与、賞与、退職金

研究開発管理部（事業部門）

研究開発部門に於ける総務・人事業務

薬品総合研究所管理部（事業所）

事業所に於ける総務・人事業務

ＮＰＯ法人事務局長・びりゅう館館長

ＮＰＯ法人の設立業務および

総務・人事・経理・法務・販売など全ての業務
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取締役会

製品開発
経営企画

管理部門（スタッフ）事業部門（ライン）

総務・人事

宣伝

購買

製造

営業

広報

経理

情報システム

監査

法務・知的財産

会社の基本的業務（製造業の例）
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広義の総務業務



総務：総務、庶務、コンプライアンス

総会対応、施設環境・工務、不動産

資産管理、コーポレートガバナンス

人事：人事、労務、給与・厚生、人材活用・

研修

法務：知的財産管理、訴訟対応、特許申請

情報システム：システム管理

広報：マスコミ対応、社内外への情報発信
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狭義の総務業務
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総務業務（1）

・株主総会対応

総会の準備（招集案内、大株主、銀行、投資会社、

総会屋対策、想定問答集の作成など）

・庶務

来客受付、社内備品、清掃業者など対応

・施設環境・工務

施設・設備の新設、保守計画及び管理

・不動産等資産管理

動産（経理？）及び不動産などの資産管理
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総務業務（2）

・コンプライアンス（法令遵守）⇔監査部門

法令のみならず社内規定・マニュアル、企業倫理、

社会貢献などを遵守し、企業リスクを回避

①「社内ホットライン」や「相談窓口」の設置。

従業員からのパワハラやセクハラ、不正の

通報に対応する窓口業務。

②社内にコンプライアンス委員会を設置。

責任者は「コンプライアンスオフィサー」兼務する

こともあり、監視及びガイドライン、教育プログラ

ムなどを作成。
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総務の業務（3）

・コーポレートガバナンス（企業統治）

企業の不正行為の防止と競争力・収益力の向上

を総合的にとらえ、長期的な企業価値の増大に

向けた企業経営の仕組み

⇒経営者と従業員が会社の不正を見張る活動や

仕組み

＜参考図書＞
手塚貞治「コーポレートガバナンスの基本」日本実業出版社

冨山和彦・澤陽男「これがガバナンスだ！」東洋経済新報社

若林政史「日本的経営とガバナンス」中央経済社

田中周紀（ちかき）「会社はいつ道を踏み外すのか」新潮新書
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人事の業務
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人事業務（1）

・雇用

正規、非正規（アルバイト・パート）

短時間労働者の雇用契約⇒Ｐ14参照

時給（最低賃金）、働く場所、労働時間、

休暇、社会保険⇒Ｐ15参照

・退職・解雇

定年、自己都合、会社都合（リストラ、

早期退職優遇制度）、懲戒など
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パートタイマー労働契約書 

1.              （以下会社という）と        （以下本人という）とは、 

 以下の条件により労働契約を締結する。 

雇用期間 
1 期間の定めなし   2   年   月   日～   年   月   日ま

で 

勤務場所  

仕事の内

容 

 

勤務時間

等 
時   分から   時   分迄（うち休憩時間    分） 

休 日 
 

所定外労

働 

1 所定外労働をさせることが（ 有 ／ 無 ） →（最大     時間程度） 

2 休日労働をさせることが （ 有 ／ 無 ）  →（           ） 

休 暇  

賃 金 

1 基本給 イ 時間給  ロ 日給  ハ 月給（        円） 

2 諸手当 イ（    手当     円） ロ（    手当     円） 

      ハ（    手当     円） ニ（    手当     円） 

3 所定外労働等に対する割増率 

 イ 所定外 a 法定超（   ％） b 所定超（   ％） 

 ロ 休 日 a 法定 （   ％） b 法定外（   ％） 

ハ 深夜       （   ％） 

4 賃金締切日（毎月    日） 

5 賃金支払日（毎月    日） 

6 賃金支払時の控除  →（費目、金額等                   ） 

7 昇給（ 有 ／ 無 ） →（時期、金額等                   ） 

8 賞与（ 有 ／ 無 ） →（時期、金額等                   ） 

9 退職金（ 有 ／ 無 ）→（時期、金額等                   ） 

契約更新

の 

有無 

イ 自動的に更新する 

ロ 更新する場合がありえる 

ハ 更新しない 

契約の更新

の 

判断基準 

・契約期間満了時の業務量 

・従事している業務の進捗状況 

・有期契約従業員の能力、業務成

績、勤務態度 

・会社の経営状況 

・その他 

（              ） 

その他 

 

2.本人はパートタイマー就業規則等に定める諸規則を遵守し、誠実に職責を遂行すること。 

3.退職を希望する場合には、少なくとも  日前迄に    に届け出ること。 

4.その他、疑義が生じた場合には労働法令に従う。 

年   月   日 

                   会 社 

 

                   本 人 住所 

 

時給：最低賃金（29年度）
東京都958円
福岡除く九州沖縄737円
※都道府県単位

勤務場所、仕事内容
は、明示しておく必要

社会保険の加入の有無
を記載
短時間労働者の
社会保険加入基準
・加入している事業所
・正社員の3/4以上の労
働時間と日数がある
・臨時・日雇ではなく常
雇である



社会保険とは

・医療保険

健康保険（会社員）、国民健康保険（自営等）

・介護保険

40歳以上の人の加入が義務付け

65歳未満医療保険、65歳以上年金から

・年金保険

厚生年金保険（会社員）、国民年金（自営等）

・雇用保険（失業保険）

・労災保険

※社会保険料の算出：標準報酬月額×保険料率
15
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新しい加入基準 

平成 28年 10月より加入基準が増えます。具体的には、新たに次の基準すべてに当てはまると加

入しなければいけなくなります。特に従業員 501人以上の大きな会社にお勤めの方が対象となっ

てきます。 

・週 20時間以上の労働(1日の所定労働時間が 8時間、週休 2日の場合) 

・月額賃金 8.8万円以上(年収約 106万円以上) 

・勤務期間 1年以上 

・従業員 501人以上の事業所(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定) 

・学生以外 

このように加入基準が増加します。 

いくつかの条件がありますが、すべての条件に合致する人は年収が 106万円を超えると社会保険

に加入しなければならなく、社会保険料支払いのために手取り額が減少してしまうことがあります。 

これが 106万の壁です 

 

参 考



人事業務（2）

・人事制度

①人事体系（昇格・昇進）と賃金体系

職能資格等級制度⇒Ｐ18

②成果主義と目標管理制度⇒Ｐ14

賃金・賞与への反映

人事考課、上司評価、自己評価
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①職能資格等級制度
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等級 資格 職位 専門職

7級 理事

6級 参事

5級 主幹 専任課長

4級 主査 専任係長

3級 主事

2級 社員

1級 新入社員

主
任

係
長

課
長

部
長 専任部長

※各等級の最低滞留年数は除く



②成果主義と目標管理制度
・仕組み

年度初めに組織及び個人の業務目標を設定し、

その達成度合いを成果として、昇格、昇進、

給与、賞与に反映する。

目標（期待する成果）：何を、何時迄に、どこまで

具体的達成レベル

業務目標達成のための手段

実行計画

手段の実行手順

スケジュール
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法務・情報システムの業務
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法務業務
・知的財産権管理

特許権、実用特許権、意匠権、商標権、商号

などの管理

・訴訟対応

社外との様々な訴訟が発生した時の対応

情報システム業務
・社内情報システム機器管理

・社内戦略的システムの構築

・ホームページなど作成・運営管理

21



広報業務

・マスコミ対応

プレスリリース（新製品・サービス発表

不祥事の謝罪など）

決算発表（東証）の投げ込み

・社内外への情報発信

ホームページ、掲示板、

社内報など
・ＩＲ（ Investor Relations）

投資家向け広報
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ここで 休憩にしましょう！！
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非営利活動法人の事務（総務）業務

＜ＮＰＯ法人さいはらの例＞
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理事会
理事6名以上

びりゅう館スタッフ
6名

事務局

＜ＮＰＯさいはらの例＞

事務局長の仕事
総務人事などの事務

経理担当スタッフ1名
経理、勤怠、仕入

食堂スタッフ
調理・配膳・フロア

製造スタッフ
特産品、ふるさと

納税返礼品



・・・その前に

上野原市西原の紹介
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中央線上野原駅、中央道上野原インターどちらでも

車で３０分程度にある相模川水系鶴川上流で

標高600ｍの自然豊かな農山村

28

上野原市西原地区とは
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＜西原地域の人口＞

昭和４０年代 約２５００人⇒ 現在 ５９０人弱

６５歳以上人口が５０％となって、ついに限界集落

西原地区の学校は統廃合により、

小学校のみ（生徒５名）⇒ 統廃合の方向
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羽置の里 びりゅう館

平成１３年建築 総費用３億円

農水省（中山間地域農村活性化事業）

都市住民との交流の場（活性化の拠点）

平成23年から指定管理はNPOさいはら



そば打ち体

験コーナー
高齢者
サービス
スペース

施設名：羽置の里びりゅう館
竣 工：平成１３年６月
構 造：鉄筋コンクリート構造平屋建て
面 積：451.08㎡
用 途：現在、食堂、直売所、会議室仕様 ※高齢者
支援サービススペース
駐車場：中型バス3台、普通乗用車30台

羽置の里びりゅう館施設の概要
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第１期：平成20年12月～
羽置の里びりゅう館の再建

第２期:平成22年6月～
NPO法人の設立と特産品づくり

第３期：平成25年10月～
「小さな拠点」づくり＆高齢者福祉サービス

第４期：平成27年10月～
総務省地方創生加速化事業＆
上野原市移住促進事業

32

西原地区での活性化の取り組み



ＮＰＯ法人さいはら事務局長業務

33



ＮＰＯさいはらの事務局長業務（1）
＜総務業務＞

1.総会業務（事業報告・財務諸表・議事録等）

2.毎月の役員会（理事会）業務（調整、議案書等）

3.県（所管部署）へ年度事業・財務報告

財務諸表作成⇒Ｐ36

4.国、県、市へ事業税の申告及び納付

5.市への指定管理資料（事業計画・決算）の提出

6.法務局への定款・理事長変更申請

定款⇒Ｐ37

7.国からの補助事業業務（農水、国交、総務省）
34
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平成２２年２月発起人会→会員募集（２２名）

３月 設立総会

４月 設立申請（山梨県）

６月 認可

登記申請（法務局）

平成２２年６月２３日 法人成立

「NPO法人さいはら」の設立
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科　　目

（資金収支の部）

Ⅰ　経常収入の部

　１　会費・入会金収入

      年会費   個人39＋  団体1 156,750

      入会金　個人２名 10,000

　　　※未収会費 5個人    21,000 円 166,750

　２　事業収入

　　　　物販事業収入 904,341

　　　　イベント事業収入（含、JICA研修） 671,566

         高齢者支援事業（介護予防教室+認知症カフェ） 2,310,413

       　移住定住促進事業 394,480

         鶴川活性化農水省 562,000

  　　　その他(NPO車両貸出等) 7,000 4,849,800

　５　びりゅう館運営事業

　　　営業収入 12,900,000

　　　営業外収入（市からの指定管理料） 2,500,000 15,400,000

　６  雑費・利息 137 137

　　　経常収入合計 20,416,687

Ⅱ　経常支出の部
　１　事業費
　　　・物販事業費
　　　　　　　原材料費 284,882
　　　　　　　直接人件費 1,017,485
　　　　　　　備品購入費用 10,572 1,312,939

　　　・イベント事業費
               仕入 46,709
　　　　　　　謝金・人件費 258,700
　　　　　　　その他費用 0 305,409

　　　・高齢者支援事業
　　　　　　　運動指導員費 413,100
　　　　　　　労務費・交通費 413,662
　　　　　　　昼食代 521,600
　　　　　　　事務費・雑費等 443,783 1,792,145

　　　・移住定住促進事業
　　　　　　　労務費 258,850
　　　　　　　空き家バンク登録報酬 5,000
　　　　　　　ツアーポスター作製等 145,000
　　　　　　　事務・備品等（ノートPCなど） 157,138 565,988

　     ・びりゅう館運営事業
               仕入額 5,730,355
　　　　　　　販売管理費 9,549,541
　　　　　　　　　事務費 422,475
　　　　　　　　　事業費 12,960
　　　　　　　　　管理費 2,936,441
　　　　　　　　　給与賃金 6,177,665 15,279,896

　２　管理費
         人件費 505,230
　　　　事務費 206,547
            〃　　　　税金・保険等諸費用 105,110
        一般酒類販売許可申請費用 34,820
　　　　税金（含,消費税/源泉） 592,200 1,443,907

　３　その他費用
　　　　総会費用 19,378
　　　　他団体入会金・年会費 6,080
　　　　その他雑費 102,100 127,558

　　　経常支出合計 20,827,842

　　経常収支差額 -411,155

Ⅲ　その他資金収入の部

　　　資金収入合計 0

Ⅳ　その他資金支出の部

　　　資金支出合計 0

　　当期収支差額 -411,155

　　前期繰越収支差額 1,093,822

　　次期繰越収支差額 682,667

金　　額　（単位：円）

会計収支計算書

ＮＰＯ法人
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ＮＰＯさいはらの事務局長業務（2）

＜経理業務＞

1.給与計算・支払

2.納入先・業者への入金・支払

3.決算業務（ＮＰＯ・びりゅう館）

＜人事業務＞

1.パート募集・採用・退職

2.従業員の勤怠管理

3.悩み相談
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ＮＰＯさいはらの事務局長業務（3）

＜営業業務＞

・納入業者対応（野菜、工芸品、お土産品）

・納入先・新規訪問（ＪＡ、温泉、ゴルフ場、コンビニ）

・住民・近隣農家との付き合い

＜広報業務＞

・マスコミ（テレビ・ラジオ、新聞、雑誌など）

＜その他＞

・市長、議員、市役人との人間関係の構築

39
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二期生

八期生
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21世紀AS研究会山梨県上野原市西原
「びりゅう館」他見学報告（深井さん）

＜ＲＳＳＣ同窓会ＨＰから（2017.12.12アクティブシニア投稿）＞



＜関連図書紹介＞

・坂田岳史「（イラスト図解）会社のしくみ」日本実業出版社

・児玉尚彦「小さな会社の総務と経理」池田書店

・藻谷浩介「里山資本主義」ＫＡＤＯＫＡＷＡ

・神門（ごうど）喜久「日本農業への正しい絶望法」

新潮新書

・増田寛也「地方消滅」中公新書

・金子郁容「ボランティアもうひとつの情報社会」

岩波新書
42



＜歴史（ポスト応仁の乱）＞

・加治将一「禁断の幕末維新史」水王舎

・鈴木荘一「明治維新の正体」毎日ワンズ

・原田伊織「明治維新という過ち」毎日ワンズ

＜世界経済＞

・水野和夫「資本主義の終焉と歴史の危機」0732Ａ

「閉じてゆく帝国と逆説の21世紀経済」集英社新書0883Ａ

・船橋洋一「21世紀地政学入門」文春新書1064

＜一般＞

・橋本治「知性の顚覆」朝日新書615

・和田裕弘「織田信長の家臣団」中央新書2421
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ありがとうございました。
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ＮＰＯさいはらの活動紹介

45

参考資料
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介護予防教室
（介護予防体操）
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認知症予防体操
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49

特産品づくり
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NPOさいはら イベント出店
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アンテナショップ 赤羽うまいもん市場に出展
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そば刈りイベント（しごと塾）



53

古民家で地元おばあさんから長寿食料理を教わる



54

古民家で夜のコンサート

西原小学校でハープ演奏＆体験



55

永沢先生を招聘し
上野原CB講座開催



56講演：高橋誠鮮先生（ローマ法王に米を送った男など）


