
能書農重責握A壷軍書高みもい意義禽京帰農粛・与相賀巾

書棚：震着帽づ鱒暗相調劃捌7番鴫

軍需：0772・省2－6377

葉篇団体　；緯癒非管制活動忠人　みらい

葉書形鰹 Npo法人

事葉績出先：癖劃府

理事農　　：上岡　欝

理　事　　；古繊　細的

理　事　　：河田　透

竹内　明子

寧嚢　：喜田　東電

事義賊　：富田　真也

椙重役

事真南噺痩地： 京勘碑割鯛惟鶏肋町抑悦817番地

鰻立年月日：平成2蕗2月5日

糖旬日　　：平成25年4月1日

寓意内容　；病婦農機（良問・公共簡略の霊肉意外病婦）、パチンコ台触鱗、店種付馳疎遠、プラン

ター潮時、

漸作り集霞、オリジナル溝鼠施薬∴絡

運輸先 管轄　077212”8377
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書棚：勲郵粛軍動き車軸田町抑悦817重篤

置鑑：077242－8377

施設織悪

運轡団体，「籍定非轡利活動法人　みちい

名　　糖：班別回劇畷援用曲軍費痛みらい

髄地　：京輔与動薗事物野町蘭悦817番地（脚線事震噺）

京劇蔚寮丹後市場山町営267（峰山事露語）

事果肉審：瀧幡集築く民間・公集維鰻の露内重外連持）、パチンコ台解体作禦、店着付養鰻

逸　　　　　、プ茸シター栽培、需作り某霧、オリジナル商品販売∴籍
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薫擾鯨制

管理者　：鷺動1名

施職長　：サービス管理責任若　鷺勤1名

義雛義教：持動2名

生活支鰻重；持動2名

轟柴田喜せ常幸¢経営理慧

蘭書讐自立姦握瀞こ基づく抽定蘭書福祉サービスの難的継続支援A型作業所として経済的自立が

困難であった教書肴を賃重な経富農簾として膚用して民間のネットワークを使いながら薪たな働

きを劇出し地域の浅酌軸他に責議すると共に類書著の自立を目指します。



甲も

山田哲也　様

平成27年10月27日

京都労働局労働基準部監督課

戸津吉雄

電話（075）241－3214

保有個人情報の開示請求について

平成27年10月6日付けで請求いただきました標記につきまして、本日「保

有個人情報の開示の実施方法等の申出書」を頂戴いたしました。

その申出書のとおり、別添のとおり写しをお送りしますので、ご査収くださ

い。

以上



〆多年

＜標準様式舘1号①＞　開示請求書

保有偉人情報開示蘭求書

殿

（行脚の長’（諾意昔着電
平賎御伽6日

諾勒′鶉鶉輔祐得血。秘（2‘，。／緒
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号）第13条寮1項の

規定に基づき、下記のとおり保有個人情報の開示を請求します。

記

開示を請求する保有個人情報（具体的に記競してください。） 
．，＿　　ヽ �抑“““　　　　　　　　　　　ナ　　　　　　　　ヽ　ヽ　　　　　　　　　　　さす≒ト　へ㌦ 2即　　　　　・穿幸作樗利′b軍力布 継親欝擬繋繋驚騒邁誤認や 

2　求める開示の実麓方法響く本格の記鴫は任意です．）

ア又はイに○印を付してください。アを選択した場合は、実施の方法及び希望日を紀載してく
ださい。

ア　事務所における開示の実 �確を希望する。 � � 

＜実施の方法＞　日間 �覧　　口写しの交付 �口その他（ �） 

＜実施の希望日＞　平成 �年　　　月 �日 � 

イ　写しの送付を希望する。 � � 

手数料 � � 

手数料 （1件300円） �ここに収入印紙を貼ってください。も �（請求受付印） 

本人競電算 � 

ア　開示譜求者　　宙本人　　□法定代理人　　　　　　　　　　＿高子」 � 

イ揺麗鰐認書誌諜欝議繋及び謹賀義認詳言の） 口重留カード、特別永住者証明書又はこれらの書類とみなされる外国人登録証明竃 � 

□その他（　　　　　　　　　　　　　） � 
※　請求書を送付して請求をする場合には、加えて注黄熟の写し（開示請求日以前 �30日以内に 

市区町村から交付されたもの）を添付してください。 � 

ウ本人の状況簿（蓋定代理人が雛求する場合にのみ罷職してください。） （ア）本人の状況□未成年者（　年　月　自生）□成年被後見人 � 

（ふりがな） 

（イ）本人の氏名＿ （ウ）本人の住所又は居所 

工法定代理人が珊求する場合、次のいずれかの書類を提示又は提出してくださいo 　請求資格確認書悪　口戸籍謄本（未成年者の楊合）口重記事項証明書（成年被 �後見人の場合） 

□その他（　　　　　　　） � 



＜標準様式築11号①＞　開示決定通知書

山田　哲也　様

京労発基1022第3号

平成27年10月22日

京都労働局霊　園

保有個人情報の開示をする旨の決定について（通知）

平成27年10月6日付け（平成27年10月7日受付個開第27－101号）で開示請求のあっ

た保有個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法護憲

58号。以下「法」という）第18条寮1項の規定に基づき、下記のとおり、開示することに決定

したので通知します。

記

開示する保有傭人情報（全都開禾・面奔面詞） 
平成27年9月3日労働者山田哲也の申告（労基法104条1項）に係る特定非営利活動法人みらいに対 

する丹後労働基準監督署・労働基準監督官による9月15日発行・交付の是正勧告書及び当該法人の 

是正報告書（9月18日頃口頭で回答した要旨）並びに申告処理台帳 

2　不開示とした部分とその理由

開示請求に係る保有個人情報については、事業場について担当官が作成若しくは入手した文書又
は事業場から提出させた文書などの法人等に関する情報であって、開示することにより、当該法人

等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報、また、行政機関の要請を受

けて、開示しないとの条件で任意に提出されたものであって通例として開示しないこととされてい

る情報が記載されており、同条第3号イ及び口に該当することから、これらの情報が記載されてい

る部分を不開示とした。

さらに、当該保有個人情報には、開示することにより、労働基準監督機関が行った手法、法違反

善に対する措轟等が明らかになる情報があり、労働基準監督機関が福う捜査、犯罪捜査から逃れる
ことを容易にし、又は助長する等監督指導事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるものが記

鼓されており、同条第5号及び第7号イに該当することから、これらの情報が記載されている部分

を不開示としたぼか、保有個人情報が記載されていないものについては不開示とした。

※　この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）の規定により、この決定があ
ったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができま
す（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、訣定があった日の翌日
から起算して1年を経過した場合には塞董請求をすることができなくなります。）。

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の
規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として（訴訟にが＼て国を代
表する者は法務大臣となります。）、東京地方裁判所、東部地方裁判所又は大阪地方裁判所に処分の取消
しの訴えを提起することができます（なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決
定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。



3　開示する保有個人情報の利用日的

労働基準法第104条に基づく申告の処理のため。

開示の実施の方法等（東面（又は同封）の説明事項をお読みください。） � 
（1）開示の実施の方法等 � 

閲覧及び写しの交付 � 

（2）事務所における開示を実施することができる目時、場所 　期間：平成27年10月26日から平成27年11月25日まで（土・日曜、祝祭日及び12月28 �日～1月5 

日を除く。） � 
時間：8時30分一十7時15分（昼休み12時00分～13時00分を除く） � 

一場所：京都労働局総務蔀企画室 � 

（3）写しの送付を希望する場合の準備日数、送付に要する費用（見込み額） � 
費用：560円切手を貼った定形外返信用封筒をお送り下さい。（定形外簡易書留郵便） 
準備日数：返信用封筒、及び「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」到着後1日 � 

＜本件連絡先＞

京都労働局総務部企画室

電　話：075－241－3212

京都労働局労働基準部監督課

電　話：075－241－3214



＜標準様式第11号②＞

（説明）

l r開示の実施の方法等」

開示の実施の方法等については、この通知書を受け取った日から30日以内に、同封した「保

有個人情報の開示の実施方法等申出書」により開示の実施の申出を行ってください。

開示の実施の方法は、開示決定通知書の4（1）「開示の実施の方法等」に記載されている

方法から自由に選択できます。
事務所における開示の実施を選択される場合は、開示決定通知書の4（2）「事務所におけ

る開示を実施することができる日時、場所」に記載されている日時から、希望の日時を選択し

てください。記載された日時に都合がよいものかない場合は、「本件連絡先」‘に記載した担当

まで連絡してください。なお、闘志の実施の準備を行う必要がありますので、「保有個人情報

の開未の実施方法等申出書」は開示を受ける希望日の1日前には当方に届くように提出願いま

す。

また、写しの送付を希望される場合は、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により

その旨を申し出てください。なお、この場合は、別途、送付に要する費用負担が必要となりま

す。

2　決定に対する不服申立て篭

決定に不服がある場合には、行政不服審査法又は行政事件訴訟法により、審査請求（異議申

立て）又は取消訴訟を提起することができます。これについて詳しくは、標準様式第11号①の
「2　不開示とした部分とその理由」の「※」をお読みください。

3　開示の実鰹について

（1）　事務所における開示の実施を選択され、その旨「保有個人情報の開示の実施方法等申出

書」により申し出られた場合は、開示を受ける当日、事務所に来られる際に、本通知書を

お持ちください。

（2）　写しの送付を希望された楊合は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書に併せて、お

知らせした送付に要する費用を郵便切手で送付してください。

4　本件連絡先

開示の実施方法等、不服申立ての方法等についてご不明な点がありましたら、本棚に記載し

た担当係までお問い合わせください。



様式第10号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口公　□出　口家　口派

受 理 ��平成　27年　9月　3日 �処 理 着 手 �27′？、十， ����申告処理台帳 平成27年度 第5号 �受 付 者 �武田裕介印 　　i 　　　印． �手．．、すご 誌も ●一 ・齢 と 

完 結 �� �完＼ 鮨 区 分 � �� ���担 当 者 �武　田　裕　介印 

筏　　申　　告　　者 ������申　　　　告　　　　者 ����移＼送　の場　合 

事 業 の 名 称 �特定非営利活動法人　みらい �����氏　山田哲也 ����受（　　　　） 

名 �外　名 氏名を明らかにすること（困諸　口否） ���理　、監　督　署 
処（） 理　監督署 

所 在 地 �京都府京丹後市峰山町菅267 電話（0772－42－8377） �����住 所 �京都府京丹後市由良1039－3 ・電話（0772－26－0168） 

処理経過直接連絡 

口語　　□否 

類 �社会福祉施設 �����の 位 �．（階が　い　者） ���付表添付の有無 （13．2・．1） ������労働者 ���□有　　□無 

理事長　上岡誠 ����申　告の経絡　　　働産による貸金未払の場合 �����労　働　組　合 

帥頭口文書口移送帽定や慈・ �����ロ有　　田無 

申 告 事 項 �基20 ����申告事項違●寓軍薦謡う。支　　　　労働者数 的反有案　　　　　　25 

□違反無　文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人 

申　　　　　　告　　　　　　の　　　　　　内　　　　　　容 

艮鴫編重されたに朝野つら　　　口、　いでぬるとの申告 

申告酪評成25年8月に入社労嘲聞載揃10時30分から午陵16瞭休憩90分賃錨蔀競輪7 

89円。 

諦駅勅勘とおり。 

00－00上00　H87．g　3　1ペー　ジ



＿（口　擁　） 

＜鰯認：での経過＞ 

被申告都ふ、　　　　　であり、申告静ま被申告者と、雇用契約と障蕾者に対する旛駒　、 

でいる。 

8月20日　旛難腑契約耽変動こともなう更新があった錦岡平成27年8月20日から平成27年8月3 

1日）。申告静ま前々から旛諦鴨契紬こあるモニタリングと呼ばれるものを憩するのか嫌で 

・あるが雇用契約肥髄続したいという希望が洗ったなみ理報謝載関別席難産野せずとも 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼ 

、、　覗かと尋ねたところ理誕謀はくわからないが可能であると思う主回答 

。そのため韓諸は今回頼新し、享轡朔酌滴財1る平成27年8月31日から施覿晒契約 

猛醗しないこととした。 

8月26日　書面にこ施離幅契緋婆噺せ弗こ雇璃契約が残ることを弼超臨腑契約∽更新を拒否 

する旨の聾類を理等長は総出 

9月1日　理読貴より、施酷鴨契約と雇踊顛勧ま一価のものであり、施蘭晒撰約を頭折しカかったら雇 

屈顛勧哉幣威すると（確鵜聞耳なされた。 

申告者が璃雇ですかと尋ねたところ、箱書で嶺ないと回答したため申告蔀期日からも出勤し 

ますと退寮理諦動ゝら反論がなかったため雇用契約肥細縞iしていると判苑 

9月1、2日申告蔀粕勤し、勃発しかし　口　　　流再議瑚勘賄っを 

9月3日　申告者が醍麹菌長に　日　　　　勤について確認したところ雇聴駒認識しひを 

申告蔀輔出勤している状況であり、もう出勤しなくてよいと回答されも 

申告静ま施茹鴨契約と雇嗣契約は別の契約であり、旛窮腑契約庭更新しなくとも画商醗終了の申し込 

みをしたことにならない葦琵、　　、すら切り潮薩にあたるとし　　口、支払いを申告 

剛－002－00　鼠鋤．0．3∴∴1ページ 



指定就労継続支援A型事業の利用契約更新拒絶に関する通

知書（利用契約解除通知書）

平成27年8月20日就労継続A型事業の利用者たる私山田哲也は当該事業

者たる特定非営利活動法人みらいの上岡理事長との間に従前は利用契約書と重

要事項説明書が一つであったが、今回別にする必要が生じ、当該書類を差し替え

るため、残存契約期間（平成27年8月2－0白から同年8月31日まで）を契約

期間とした利用契約期間自動更新の旨の契約を締結した○（利用契約書の契約期

間の規定第2粂2項に前述の残存契約期間満了日の7日以上前までに利用者か

ら更新拒絶の申出がない場合、当該契約は当然に更新されるものとし、更新後の

の契約期間は、残存契約期間満了日の翌日から更新後のサービス支給決定期間

満了日までという親定がある。）尚、当該利用契約の更新に当たり、利用契約の

更新を拒絶しても、当該契約とは別途の契約である雇用契約（期間の定めのない

労働契約・平成25年8月19日締結）．は影響を受けないのかと上岡理事長に尋

ねたところ特定非営利活動法人みらいと私山田哲也との雇用関係は維持される

旨の返答は受けており、当該利用契約は個別支援計画（利用契約書第3条）に基

っく重要事項説明書に規定するサービスを受ける権利のみが生じるものと認識

して締結したものである。尤も、重要事項説明書6、（2）に規定のある訓練等

給付費対象外サービス内容は利用者の実費負担と規定してあるが、これも事前

の利用者の個別の承諾が必要と考えるし（6、（2）の訓練等給付費対象外サー

ビス内容の範囲が曖昧）、また、利用料金（重要事項説明書7に規定）も行政の

方からも聞いているのだが、利用者負担額の減免等が適用されるのか無償と開

いている。従って、当該利用契約により生じる利用者側の義務と考えられるのは、

個別支援計画の説明を受けること（いわゆるモニタリングケース会議への出席

義務）ぐらいである。しかし、これも義務なのか否かに関する契約条項はなく、

利用契約を結んだうえで拒絶することは可能と考えるし、又、利用契約を締結し

なければ当然のことながら個別支援計画の規定に基づく権利義務は生じない

ことは自明のことである。ちなみに、私山田哲也は個別支援計画の存在自体にあ

ま．り肯定的な考えを持ってないので利用契約を結んだ上で、モニタリング・ケー

ス会議への出席を拒絶できるのか今日平成27年8月24日上岡理事長に尋ね

たが、明確な回答は貰えなかった。そこで

器蒸器※薫紫諾

、るか否かに雇用

いう上岡理事長の言を信じて、

利用契約

更新拒絶の期限である本日平成27年8月24日（契約期間満了日8月31日



より7日以上前・利用契約書第2条2項）、利用者山田哲也は就労継続A型の事

業者たる特定非営利活動法人みらいの上岡誠理事長に対して当該利用契約の更

新の拒絶を致します。

通話，以上利用者たる私山田哲也が一旦は利用契約の更新した経緯及び当該

利用契約の更新の拒絶をする旨述べだが、利用契約満了後、平成27年9月1日

からは私山田哲也は雇用契約に基づくパートタイム労働者として特定非営利活

動法人みらいに従前の労働条件で継続雇用されるものとする。

平成27年8月24日

上記使用者（労基法10条）たる就労継続A型事業者の代表者

京都府京丹後市峰山町菅267
“特定非営利活動法人みらい

理事長上岡誠殿

当該法人の就労継続支援A型事業の利用者たる労働者（労基法9条）

京都府宮津市字由良1039－3
・山田哲也㊥

以上



指定難語鞠商事藤A型事業持是非営軸活動法人軸劫l

山⑫括屯（以下，利用者」と。う。，と特定非営利活動法人みら。
（以下「事業者」という。）は、利用者に対し提供する、指定就労継続支援A型

事業について、次のとおり契約します。

（契約の目的）

第1条　この契約は、障害者総合支援法等関係法令の理念にのっとり、利用者が

その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、草葉者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを

適切に行うことを定めます。

葦誌の期間は・平成捕月拒、ら平堆中日
2　上記契約期間満了日の7日以上前までに利用者から更新拒絶の申出がない

場合、本鞘勧ま当然に更新されるものとします。本契約が更新された場合、更

新後の契約期間は、従前の契約期間満了日の翌日から更新後のサービス支給決

定期間満了目までとします。

（個別支援計画）

第3条　事業者は、利用者の置かれている環境及び自営生活全般の状況等を通じ

て利用者が希望する生活や課題等の把握を行い、適切な支援内容を検討し、個

別支援計画を作成します。

2　事業者は、個別支援計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し・

文書により同意を得ることとします。

3　事業者は、個別支援計画作成後、実施状況の把握を行い、少なくとも6ケ

月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変

更を行います。変更については利用者又はその家族に説明をし、文書により

同意を得ることとします。

（サービス内容）

第4条　喜業者は、利用者に個別支援計画に基づいて、別紙「重要謡蘭蹄」

に認識するサービスを提供しますo尚・個別の契約内容につい郡家劇紙の通

り契約をします。、



2　サービス提供は、事業所の生活支援員等の従事者が当たります。

3　サービスの提供に当たっては利用者の心身の状況に応じ自立の支援と日常

生活の充実に資するよう、適切な技術を持って行います。

4　利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスを提

供します。

5　常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化により、5日以上

連続して利用がなかった場合は居宅を訪問して利用状況を確認し、月2回を

限度として同意の上で支援を行います。

（利用料金）

第5条　利用者は、別紙「重要事項説明書」に認識する介護給付費等対象サービ

スに対して、利用者負担額（厚生労働大臣の定める基準により算定した費用

の額から介護給付費等の額を控除した額。「障害福祉サービス受給考証」に記
・載されている負担上限月額が、利用者の1月の負担の上限額となります。）を

・事業者に支払います。なお、介護給付費等の額については、事業者が市町村

から代理受領いたしますので、利用者が直接支払う必要はありません。

2　利用者は、別紙「重要事項説明書」に記載する介護給付賞等対象外サービ
ー　ズに対して、所定の料金を事業者に支払います。

3　事業者は．、サービス利用に当たって・あらかじめ利用者に対しサービスの

内容及び料金について説明を行い、利用者の同意を得ることとします。

（利用料の支払い方法）

第6条　利用者は、前条第1項及び第2項に定める額の合計額（以下「利用粗金」

という。）を月ごとに事業者に支払います。

2　事業者は、利用料金に係る請求書をサービス提供月の翌月10日までに利

用者に送付します。

3　利用者は、当月の利用料金を、翌月末日までに事業者に支払います。

4　事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は・利用者に領収証を

交付します。

（生産活動と工賃の支払）

第7条　章業者は、個別支援計画において生産活動の内容を定め・利用者に対し

て生産活動の機会を提供します。

2　利用者の心身の状況や意向、適正、障害の特性、その他の事情を踏まえて

行います。
3　作業時間、作業量が利用者に過重な負担とならないように配慮しますこ

4　生産活動の総会の提供に当たっては、消火設備など安全に配慮します。

5　事業者は、契約内容に基づいて賃金を支払います。

言
語
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（雇用契約の締結等）

第8条　事業者は、指定就労継続支度A型の提供に当たっては、利用者と別途雇

用契約を締結します。

2　事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られる

よう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行います。

（説明義務）

第9条　章業者は、契糾こ基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に

説明を行います。

（安全配慮萎務）

第10条　事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確

保に配慮します。

（緊急時の援助）

第11条　事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は・速

やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療襟関への連絡を行う等の必要

な措置を請じます。

2　前項のほか、事業者は、利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者及

びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。

（身体拘束の禁止）

第12条　事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行

為を行いません。

（秘密の保持）

第13条　章業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持します。

2　事業者は、他の指定障害サービス事業者等に対し、利用者に関する情報を

提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ること

とします。

（苦情鰯決）

第14条　利用者及びその家族は、事業者が提供するサービスに関して・いつで

も別紙「重要事項説明章」に認識する苦情受付窓口に苦情を申し立てること

ができます。

2　事業者は、苦情が申し立てられた拐合、速やかに事実関係を確認し・改善



の必要性及びその方法等について＼利用者又は家族に報告します。

3、事業者は、利用者及びその家族が苦情を申し立てたことを理由として、利

用者に対し、不利益となるような対応はしません。

（契約の終了）

第15条　利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知するこ・

とにより、この契約を鍔際することができます。

2　前項にかかわらず、事業者が次の各号に該当する行為を行った場合には、

利用者はただちにこの契約を舘除することができます。

（1）事業者が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない

場合

（2）　事業者が第14条に定める（秘密の保持）に違反した場合

（3）事業者が社会通念に逸脱する行為を行った培合

（4）他の利用者が利用者の生命℡身体〃財物・信用を傷つけた培合もしく

は傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない培合

3　事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の

予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を舘除

することができます。

4　前項にかかわらず、利用者が次の各号に該当する場合には、事業者はただ

ちにこの契約を解除することができます。

（1）利用者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を3カ月以上遅延し・

相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない縁台

（2）利用者が、故意又は重大な過失によ“り、事業者もしくはサービス提供

職員に生命“身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継

続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合

（3）利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めた場合o

（4）天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることが

できない場合。

（5）利用者が連続して3ケ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込ま

れる場合又は現に連続して3ケ月を超えて入院した楊合．

（6）　利用者が死亡した場合。

（握害賠償）

第16条　事業者は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、速やかに

関係市町村及び利用者の豪族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

ます。

2　事業者は、利用者に対するサービスの提供により、賭償すべき事故が発生

した場合は、速やかに損害賠償するものとします。



／
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（協謹事項）

第17条　この契約に定められていなし、事項について問題が生じた場合には、事

業者は障害者自立支援法等の関係法令の定めるところに従い、利用者と誠意

をもって協議するものとします。

上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が琵名捺印のう

え、各1通を保有するものとします。

平成カ年㌣月2グ日

事業者

事業者名　　特定非営利活動法人　みらい

草葉者住所　京都府与謝郡与謝野町

代表者氏名　　管理者　上岡　誠

利用者

住　　所

氏　　名

電討手を由竜′補一
山⑫哲也　⑧

（※必要に応じて）

代理人

印

所
名
柄

住
民
続



指定就労継続支援A型事業 特定非営利活動法人　みらい

重要事項説明書

あなたに対する指定就労継続A型サービス提供開始にあたり、厚生労働省令に基づいて

当事業所があなたに説明すべき内容は次の通りです。

1．サービスを提供する事業者

経営事業者の名称 �特定非営利活動法人　みらい 

法人所在地 �京都府与謝郡与謝野町加悦817 

寓話番号 �0772・42・8877 

代表者氏名 �理事長　上岡　誠 

設立年月 �平成25年　2月　5日 

2．利用施設

事業所の種類 �指定就労緬琵支援A型事業所 

平成25年　4月　1日． 

事業所の名称 �特定非営利活動法人　みらい 

事業所の所在地・ �京都府与謝郡与謝野町加撹817 

京都府京丹後市峰山町菅265 

連絡先 �TEL　O772－42・8377 

EAX　O772・65－3504 

管理者 �上岡　誠 

サービス管理責任者 �上岡　誠 

サービスの実施地域 �与謝野町、京丹後市、宮津市 

主たる対象者 �陸曹の種類は問わない 

定員 �20名 

開設年月日 �25年　8月19日 

3．サービスの目的・運営方針 

日的 �適所によ′る雇用契約等に基づく就労の機会を提供するととも 

に、一般就労に向けた知識、能力が高まった者について、一般 

就労への移行に向けて支援します。 

運営方針 �関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った溺顛匠撃－ 

めの細かな就労継続支援A型のサービスを提供します。 



4．サービスに係る施設・設備等の概要

（1）施　設

加悦事務所 

建 物 �構造 �木造　2階建l階部分手前4部屋と廊下トイレ 

延べ床面積 �47．3筋 

利用定員 �就労継続支援A型事業（20名） 

．峰山作業場 

建 物 �構造 �鉄骨造　平屋建1階部分 

延べ床面税 �273【㌔ 

利用定員 �就労継続支援A型事業（20名） 

（2）主な設備

加悦事務所 

部屋数 �備　　考 

作業室淘楳室 �2室 �16．5－薗　（応接セット等）無 

多目的室 �1室 �8．4冠 

調理室 �．1室 �16．4託 

男子トイレ �1ヶ所 �0．51番 

女子トイレ �1ヶ所 �1．1ぜ 

峰山作業場 

部屋教 �備　考 

作業室兼休憩室 �l窒 �220薗　（応接セット等）無一 

相談室兼事務所 �1室 �50倍 

共用トイレ �1ヶ所 �3㌔ 

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し、以上の施設・設備を設置して 

います。

5．サービス提供職員の設置状況

（1）職員体制 

職　謡 �員数 �常勤 ��非常勤 ��常勤換算 �備　考 
専従・ �兼務 �専従 �兼務 

管理者 �1 � �1 � � �0．5 � 

サービス管理 責任者 �1 � �l � � �0．5 � 

職業指導員 �3 �3 � � � �2 �管理者兼務 （換算無） 

生活支援貝 �2 �1 � � �1 �iO．3 �事務員兼務 （換算有） 



当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害福祉サービスを提供する

職員として、上記の職種の職員を記置しています。．

※常勤換算とは・・

職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総教を当事業所における常勤職員の所定勤

務時間数で探した数です。

（ア）各職種の勤務体系

職　種 �勤務体系 

管理者 �正規の勤務時間帯（8：50－16：80） 

サービス管理責任者 �軍規の勤務時間帯（8：60－16：80） 

職業指導員 �正規の勤務時間帯（8：50－16；30） 

生活支援貝 �正規の勤務時間帯（8：50－16：80） 

（イ）営業日と営業時間

営業日：月曜日～金曜日、第2土曜日、偶数月の第4土曜日

営業時間：平日　　10：80－16：00まで

土曜出勤日　9：00－12：00まで

6．サービス提供の内容

（1）訓練等給付費対象サービス 

サービスの謡類 �サービスの内容 

相談及び援助 �、利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を 

把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。 

訓　練 �一般就労に必要な知識、能力の向上のための必要な訓練を行い 

ます。またその他の便宜を適切かつ効果的に行います。 

実習及び求職活動等 �公共職業安定所、障害者就労、生活支援センター等の関係機関 

の支援 �と連携を取りながら職場実習の実施や：求職活動の支援の実施、 

職場定着の為の支援を行います。 

生産活動の機会の堤 �①パチン三台解体作業 

供 �②清掃業務（屋内外清掃・除草作業） 

③その他受託作業 

〈賃金の支払い〉 

※雇用契約を締結した利用者が生産活動に従事した場合は、労 

働基準法（昭和22年法律第49号）及び最低賃金法（昭和34 

年法律第137号）その他関係法合等に基づき、賃金を支払うも 

のとします。 

※雇用契約を締結しない利用者が生産活動に従事した場合は、 

当該利用者に対し、別に定める工賃支払規程に基づき、生産活 

動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を 



控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとし、1月 

あたりの工賃の平均額は　3千円を下回らないもの．とします。 

事業所外支援 �常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化等に 

より、5個以上連続して利用が出来なかった擾合は居宅を訪問 

して利用状況を確認し、月2回を限度として同意の上で支援を 

行います。 

（2）訓練等給付費対象外サービス内容

サービスの謹類 �サービスの内容 �金　額 

就労に向けての支援 �就労や実習に向けての支援のうち負担して頂くこ �実費 

に必要な諸経費 �とが適当であるものに係る費用を頂きます。 

日常生活上必要とな �利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に要 �実費 

る諸経費 �する費用で、負担して頂くことが適当であるものに 

関わる費用をいただきます。 

①日用品費　②保険衛生費　③教養娯楽費 

社会生活上の便宜の �日常生活に必要な行政機関等への手続き等につい �実費 

供与等・ �て、利用者または家族が行うことが困難な場合、利 

用者の同意をえて代行します。 

その他 �・サービス提供記録簿等の複写代 �実費 

：証明書諾書類の発行代 

・その他 

昼食 �希望により、お弁当を注文することができます。 �奏翠 

〈サービスの概要〉

全てのサービスは「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス管理責

任者が作成し、利用者の同意をいただきます。尚、「個別支援計画」の写しは利用者に交付

いたします。

7．利用料金

（1）訓練等給付費対象サービス内容の料金

訓練等給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金（厚生労働大臣の

定める額）のうち9割が訓練等給付費の給付対象となります。事業者が訓練等給付費

等の給付を市町から直接受け取る（代理受領する）場合、利用者負担分として、サー

ビス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いいただきます。（定率負担または利用

者負担額といいます）

なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではあ

りません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。

（2）訓練等給付費対象外サービス内容の料金



上記「6．サービス担保の内容、（2）訓練等給付費対象外サービス内容」の項目を

ご参照ください。

（3）利用料金のお支払方法

前記（1）（2）（3）の料金は1ケ月ごとに計算し、翌月10日までにご請求します

ので、その月の末日までに以下の方法でお支払い下さい。 

支　払　方　法 �金　融　機　関） 

現金支払い �当事業所に持参ください。（現金の取り扱いには、十分注意して 

ください。） 

8．利用者の記録及び情報の管理等

（1）事業者は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに

応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後5年間保

管します。

※閲覧、複写が出来る窓口業務時間は平日の10：30－15：00までですo

（2）利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行いますo

但し、サービス堤供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町及び関

連機関に情報堤供を要請された場合は利用者の同意（「個人情報使用同意書」による）

に基づき情報提供を致します。

9．要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口

（1）要望・苦倍等申立先 

当事業所における �受付担当者 �上岡　誠 

解決責任者 �上岡　誠 

受付時間 �平日　　　10：30－16：00 
利用相談窓口 ��土曜出勤日　9：00－12：00 

電話番号等 �0772－42－8377 

受付不在時 �他の職員に申し出てください。 

居住地役所 �障害福祉担当部署にご相談ください。 

福祉サービス運営 �運　営 �京都府社会福祉協議会 

所在地 �京都市中京区竹屋町道烏丸東入る清水町375 

ハートピア京都5階 

適正化委員会 ��京都府社会福祉協議会内 

電話番号 �0．75－252－2152 

受付時間 �月～金9：00～17：00（祝日・年末年始は除く） 

10．協力医療機関



（1）

医療機関の名称 �日置医院 

所　在　地 �与謝郡与謝野町字加悦435－1 

電　話　番　号 �0772－42－2653 

．1．非常災害時の対策 

平時の訓練 �年2回、避難・防災訓練を利用者の方も参加して実施します。 

防災設備伽悦） �・消火器　1台 

防災設備（峰山） �・消火器　3台 

・日動火災報知器 

・非常通報装置 

・誘導灯 

12．当事業所ご利用の際に留意いただく事項 

障害者以外の者 �生産活動における作業員として障害者以外の者の雇用をする場合が 

の雇用 �あります。 

設備・器具の利用 �事業所内の設備・器具は本来の用法にしたがってご利用くださいo これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただく 

ことがあります。 

喫煙・飲酒 �事業所内での飲酒は禁止です。 
喫煙は決められた場所で休憩時問にお願いします。 

貴重品の管理 �貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。 自己管理のできない利用者につきましては貴重品を施設に持ち込ま 

ないようお願いします。 

宗教活動・政治活 �利用者の思想、信仰は当然自由ですが、他の利用者に対する宗教活 

動・営利活動 �動、政治活動および営利活動はご遠慮ください。 



13．緊急時の対応

利用者の病状急変等の緊急時には速やかに医療機関への連絡等を行います。



平坤年詐切目

指定陸曹者福祉サービス就労継続支援A型　特定非営利活動法人　みらい　の提供及び利

用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を致しました。

事業所名：特定非営利活動法人　みらい

説明者職名：管　理　者　　　　　　氏名　　　上　岡　識

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定就労継続支援A型の提

供開始に同意しました。

利住用嘉：毒筆亭雪路l窮－3

氏名：山②哲也　㊥

代　理　人

住　　所：

氏　　名： 印

本書を2通作成し、利用者と事業者が各1通を保有するものとします。

＼



様式第12号

年月日 ��処理 方法 �処　　　　理　　　　∴経　　　　過 �持 直 �担当者印 次長・主撞 く熱田印 �署 長 判 

／こ。♪＼ ���決 

平成27 9．4 ��ロ臨検 日出頃 日文書 固電話 �午前蝿告者から染直本職不在のため高橋監督官対応。暗内容と同一のことを �塙 口前 ロ使 ロ指 � �！㌫薫 く萱） 
繰り返し主謀したとのこと。 

＼、ノ二 重奮 

平成27 9．4 ��ロ臨検 □出頭 ロ文書 団電話 �啓蟄告者から架電申告賠と同一のことを再度繰り返し韻。 �□霊 日割 ロ使 口措 � � 

㊨ 
□臨検 ロ出頭 ロ文書 口電話 �i‾ヽ �塙 口司 ロ使 ロ措 � � 

□臨検 ロ出頭 □文書 ロ電話 � �唱 口頭 口使 口指 � � 

ロ臨検 □出頭 □文書 □電話 � �塙 □司 □使 ロ措 � � 

ロ臨検 ロ出頭 □文書 □電話 � �塙 □司 □使 ロ指 � � 

□臨検 ロ出頭 口文書 ロ電話 � �塙 ロ司 □使 ロ指 � � 

口癖検 口出頭 ロ文書 口笛話 � �塙 □司 ロ使 ロ指 � � 

備 考 �U0－00年00　Hz7．9．7　　1ページ 



様式第12号

年月日 ��処理 方法 �処　　　理　　　経　　　過 �措 置 �担当者印 次長・重圧 領国印 �署 長 判 決 

平成27 9．7 ��“離 日出 口文喜 田電話 � �輯 i□司 ロ使 ロ指 �雪ぎ �∴∴∴－へ 等蔓 

ロ臨検 □出頭 □文奮 ロ電話 � �堀 口同 日使 □指 � � 

□密栓 ロ出頭 ロ文書 ロ屯話 � �塙 □司 □使 □箔 � � 

□臨検 ロ出頭 ロ文毒 口屯話 � �ロ罵 ロ司 □使 □指 � � 

□臨検 ロ出頭 □文書 □電話 � �塙 口調 ロ便 ロ指 � � 

□臨検 □出頭 □文奮 口笛話 � �塙 □司 ロ使 口描 � � 

口臨検 ロ出頭 口文書 □電話 � �璃 口頭 ロ便 日揮 � � 

□臨検 ロ出頭 ロ文書 ロ電話 � �塙 甲田 □使 □指 � � 

備 考 �00－的在朝）∴H当7．9．7　　2ページ 



様式第12号 

年月日 ��処理 方法 �処　　　　理　　　　経　　　　過 �措 置 �担当者印 次長・主往 鎮毘印 �署 長 判 決 

平成27年 9．8 ��圏臨“‾ 口出． ロ文 口篭露 � �塙 □司 □使 口指 �、●■′●● 畜 � 

ロ臨甚 日出＿ □文 口笛ロ � �塙 口頭 ロ使 日揮 � � 

口癖I‾ □出頭 □文 ロ電車 � �塙 □同 日使 口語 � � 

ロ軸二 □出． 口文 口笛‾－ � �塙 ロ司 □使 ロ詣 � � 

口癖燭 ロ出 口文書 □電話 � �口蓋 ロ司 使 ロ措 � � 

口臨検 □出頭 口文毒 口電話 � �口蓋 間 口使 日南 � � 

口臨検 □出頭 □文書 ロ電話 � �塙 一朝 i使 1指 � � 

SEEL」 ���� 
□臨検 ロ出頭 ロ文書 ロ電話 � �塙 □司 □便 □指 � � 

備 考 �1 　　　　　0匹004－00H27．9．81べ－ジ 



様式第12号 

年月日 ��処理 方法 �処　　　理　　　経　　　過 �措 置 �担当者印 次長・避 鰊団印 �署 長 判 決 

平成27年 9．9 ��ロ臨検 □出頭 ロ文書 田電話 �申告者から薬篭。本職より、 �塙 □司 口牢 □措 �暮、一、、 了喜 し、、妾シ �‘「 ・披申告者l輔弼…を認めない。 

・施設利用契約の更新掴勧胡誠楔約の終了であると、理事長は説明していないが、事 ��㊨く 

務員は説明したと申し立てている。 

ロ臨検 口出頭 ロ文書 口笛話 �と伝えたところ、申告者は説明は聞いておらず不当解雇にあたると強く申し立てた。 �唱 ロ司 □使 ロ指 � � 

また、申告者は申告処理と主婦ijにあっせん申請を行うと申し立てたが、本職より同時並 

行での処理はやめてもらいたいと伝えたところ、申告処理を待つと回答した。 �� 

□臨検 口出頭 □文書 ロ電話 � �塙 ロ司 ロ使 口指 � � 

□臨検 ロ出頭 ロ文書 □電話 � �璃 日割 □使 口指 � � 

□臨検 口出頭 ロ文書 □電話 � �塙 口司 □使 ロ指 � � 

□臨検 ロ出頭 ロ文書 □電話 � �口蓋 □司 ロ使 ロ指 � � 

ロ臨検 □出頭 ロ文書 ロ電話 � �塙 口頭 ロ使 白描 � � 

） 

ロ臨検 口出頭 ロ文書 □電話 � �ロ嵩 ロ司 口使 ロ指 � � 

備 考 �ぴぃ00川O　H27．9．15　1ページ 



様式第12号

年月日 ��処理 ��措 憶 �担当者田富 　長 次長・亜割 く課団即決 
方法 �処　　　　理　　　　経　　　　過 

平成27年 9．11 ��ロ臨検 □出頭 ロ文書 固電話 � �是 勧 同 一使 �，工．．k f．●《rla．0 －－－㌧手 軽／ ㊨‘ �，1．六・ 亨ヅ 

□臨検 ロ出頭 □文書 □電話 � �塙 口田 口使 口指 � � 

ロ臨検 口出頭 □文毒 口電話 � �□冨 ロ司 ロ使 口指 � � 

□臨検 □出頭 □文書 ロ電話 � �口蓋 □同 日佳 日措 � � 

□臨検 □出頭 □文書 □電話 � �ロ罵 口頭 □使 □措 � � 

□臨検 □出頭 □文書 口電話 � �□罵 □同 日使 □措 � � 

□臨検 ロ出頭 ロ文書 ロ電話 � �塙 口頭 口使 日揮 � � 

□臨検 □出頭 口文書 ロ電話 � �ロ罵 日面 □使 日給 � � 

備“ 考 �U0－004－的　　H27．9．15　　5ページ 



様式第12号

年月日 ��処理 方法 �処　　　　理　　　　経　　’過 �措 置 �担当者印 次長・主撞 く開国印 �署 長 判 決 

平成27 9．“－15 ��ロ臨検 口出頭 □文書 ロ電話 � �塙 ロ田 口使 口措 �（繋 ∴＼逗子 �ヽ 

口癖検 □出頭 口文書 口笛話 � �口蓋 口調 ロ使 □指 � � 

音量王∃雪貢‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音容臆88漢iiiiiiiiヨ 

□臨検 口出頭 ロ文奮 口電話 � �璃 日割 ロ使 □指 � � 

□臨検 □出頭・ 口文書 ロ電話 � �璃 口調 □使 口語 � � 

□臨検 □出頭 ロ文書 ロ電話 � �塙 口頭 □使 □指 � � 

口臨検 □出頭 ロ文書 ロ電話 � �璃 口調 □使 □指 � � 

口臨検 口出頭 口文書 口電話 � �口蓋 口調 ロ使 □措 � � 

ロ臨検 □出頭 □文書 □電話 � �□罵 □同 日使 口措 � � 

備 考 �00－08古00　Hz7　9．15　　6ページ 



様式第12号 

年月日 ��処理 方法 �処　　　　理　　　経　　　　過 �措 置 �担当者印 次長・主庄 ㈱印 �署 長 判 決 

平成27年 9．24 ��□臨検 固出頭 口文事 □電話 � �2ミ ロ蒜 ！ 司 一便 鰭 �畜 �：÷ 

□臨検 ロ出頭 ロ文毒 口電話 � �馬 i司 、使 口指 � � 

□臨検 口出頭 ロ文書 中電話 � �塙 □司 □使 □指 � � 

□臨検 □出頭 □文奮 ロ電話 � �口蓋 □司 口使 □措 � � 

□臨検 □出頭 ロ文書 ロ電話 � �口蓋 口頭 □僅 口語 � �●・－・ 

ロ臨検 占出頭 □文奮 □電話 � �口嵩 口頭 口使 ロ措 � �l 

ロ臨検 ロ出頭 □文書 口笛話 � �塙 ロ田 口使 口指 � � 

口臨検 ロ出頭 □文書 ロ電話 � �塙 ロ司 □使 □措 � � 

詣 考 �間－004－00　H27．9．25　　8ページ 



様式第12号 

年月日 ��処理 方法 �処　　　　理　　　　経　　　　過 �措 贋 �担当者印 次長・主托 錬爵印 �署 長 判 決 

平成27 9．25 ��□臨検 口出頭 ロ文書 団電話 �申告者より架雷。本職より処理経過を伝えたところ、以下の通り申し立てた∴ �堀 口司 ロ使 □措 �霊・ �、＼づ・言！ 、．＿一子 ・被申告者が解雇と認めないことに納得できないe 

・不当解雇に対し慰謝料等を求めていくつもりで奄り、披申告者が支払うと言う金銭で �� 

は納得できない。 

□臨検 □出頭 □文書 □電話 �・本職に対し、被申告者がいかに不当な行いをしているかについて記載した書面を郵送 �塙 口朝 日使 P指 � � 

・した。． 

本職より、あっせんや労働審判等を提案したところ、再度連絡すると申し立てた。） �� 

□高検 □出頭 口文奮 ロ電話 � �ロ罵 ロ司 ロ使 □指 � � 

∴享・’‘ 討∴ 

ロ臨検 □出頭 ロ文書 □電話 � �塙 口司 □佳 日指 � � 

ロ臨検 □出頭 □文書 ロ電話 � �口蓋 ロ司 ロ使 ロ指 � � 

ロ臨検 □出頭 □文書 □電話 � �璃 □司 ロ使 ロ指 � � 

口癖検 □出頭 口文毒 口電話 � �塙 口頭 □使 ロ措 � � 

l 

ロ臨検 □出頭 □文毒 口電話 � �塙 □司 ロ佳 日指 � � 

備 考 �U…04－00　Hz7．10．2　1ページ 



様式第12号

年月日 ��処理 方法 �処　　　　理　　　　経　　　　過 �措 置 �担当者印 次長・主撞 く謀園部 �署 ・長 判 決 

平成27 9，25 ��□臨検 口早頑 固文書 □電話 �1申告者より郵便あり。 �塙 ロ司 ロ使 □指 �′・－．；／i j－」－、I ∴三．－ �予i・、い ：′∴－ ヽ●＿．＿●／ 
あっせん申講書と題する書面等が郵送された。本職が申告者に確認したところ、あっせ 

んを申し込むということではなく、事実確認のため本職宛郵送したとのこと。 �� 

ロ臨検 口出頭 口文毒 口電話 � �唱 ロ司 □使 中指 � � 

□臨検 □出頭 口文書 ロ電話 � �塙 口頭 □使 ロ指 � � 

ロ臨検 ロ出頭 ロ文書 ロ電話 � �塙 □司 □使 □指 � � 

口臨検 ロ出頭 ロ文審 ロ電話 � �日露 ロ司 口使 日給 � � 

ロ臨検 □出頭 ロ文書 □電話 � �塙 ロ司 ロ使 □指 � � 

口高検 ロ出頭 ロ文書 □電話 � �ロ霊 □司 ロ使 口指 � � 

□臨検 □出頭 □文書 ロ電話 � �塙 口頭 □使 ロ指 � � 

備 考 �U0－004－00　H27…．2∴∴2ペー　ジ 



様式第12号

年月日 ��処理 方法 �処　　　　理　　　　経　　　　過 �措 置 �担当者印 次長・主往 く課団印 �署 長 判 決 

平成27 9，28 ��□臨検 □出頭 ロ文書 団電話 �申告者より架電。労働審判を現在考えているが、今までの経緯について記載した書面に �唱 口頭 □使 ロ指 �、：：1 ㌧←十一千 �亭主完工ノ 
本職の署名、印鑑がほしいと申し立てた。、 

本職より、拒否する返答した；　　　　　　　み ��椎諸子日 吉羊；二計 1 、、三：言∴ 

申告者再度連絡すると申し立てた。 

ロ臨検 ロ出頭 ロ文書 □電話 � �口蓋 □同 日使 中指 � � 

□臨検 □出頭 □文毒 口電話 � �璃 □司 □佳 日指 � � 

ロ臨検 日出頃 日文書 口笛話 � �口罵 ロ司 ロ使 ロ指 � � 

口臨検 ロ出頭 □文書 ロ電話 � �塙 □司 ロ使 口指 � � 

□韓検 ロ出頭 □文書 ロ電話 � �堀 口司 口使 □指 � � 

口臨検 □出頭 ロ文毒 口電話 � �唱 □司 □使 □指 � � 

ロ臨検 □出頭 口文書 ロ電話 � �塙 ロ司 □使 □指 � � 

備 考 �00－004－00　027．10．2　　3ページ 



（様式第1の1号）

監　督　復　命　書

完結区分　嘗i引勘 ��竃l監督翻りi申告監督 �整理番号l15000005 ����事業場キー ����91669 

監督年月日　平成27年9月 ��15日，9牒）的　　　l ��労　働　者 �������数 

労働保険番号　26－1－06－0014 ��41 ��男 女 ��� �全体　－ ��� 

業　謡　13－02－0ll社 ��会福祉施設　　　　　　　　　み ��派遣 バート 有期契約 年少者 ��� �外国人 障害者 で特別1 特別2 ��� 

家内労働委託業務 �� ��������� 

監督重点対象区分　1． �� ��������� 

特別監督対象区分 ��l �� ���企業全体 ���� 

外国人労艦区分技能実習生i ��不法就労者llEPAl �その他外国人i � ������� 

事業　特定非営利活 の名称 ��動法人　みらい ��������� 

事業場 の名称 �� ��������� 

事業場の　京都府京丹後 所在地 ��市峰山町菅267　　　　　　電話番号（0772－42－837 ���������7　　　） 

代表看破氏名　理事長　上岡 ��誠・ �������� �次長 

店　　社 �� ��労働組合 ��� 

監輔氏名印’菅野 �� ��週所定労働時間　3 ���3時間20分 最も賃金の 低い者の額 ��� 主任（課長） ㊨ 
円 

署長判決 �� 

参 考 事 項 意 見 �平成27年度申告第 �5号に係る申告藍、Tを実施 �������� � 

No． �違反法条項・指導事項等 ��　是正期日　確 （命令の期日を含む）富 ����撃備考1 問 �� ��備考2 

1 �労基法　20粂1項 　　　解雇の予告 ��看 ���� �� �� 

l ���� �� �� 

臆 ���� �� �� 

題 ���� �� �� 

l ���� �� �� 

l ���� �� �� 

l ����命 �� ��指 

i 面接看破氏名！ ���匿 �萱・掴講・ �������導付そ 嚢．．の 壷表他 

12－00ト00 �����������H27．9．15◆1ページ 



様式第2の1号のl

是正勧告書（控） 　ー平成中年19月！「日 

薯盤璃擢韓詑・「話動潰し打ゞし ��誇j 

銭蕎若輩寺も⊥同報 
事業場 の名称 

労 貴事業場における下記労働基準法 ��邪気　労働基準監督署 働基準監督百本根橋令 

、労働安全衛生 

違反及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準違反については、 
それぞれ所定期日までに是正の上、遅滞なく報告するよう勧告します。 

なお、法条項に係る法違反（罰則のないものを除く。）については所 
定期日までに是正しない場合又は当該期日前であっても当該法違反を原因 

として労働災害が発生した場合には、事案の内容に応じ、送検手続をとる ゝ－　ヽ 

」とがあります。． また、「法条項等」欄に□印．を付した事項一については、同種違反”の繰 

り返しを防止するための点検責任者を事項ごとに指名し、確実に点検補修 

を行うよう措置し、当該措置を行った場合にはその旨を報告してください。 

法　条iI項　等 �違　　　　　反　　　　　事　　　　　項 ��是正期日 

．．．．滋退社．急： � � � 

● 

t i i 

！ 

受領年月日平揖7年ヶ月／如 ���（）枚のうち； 

受領者職氏名 ���（）杖∴i坤 






















