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１．はじめに 

公益社団法人相模原青年会議所は、公益法人としての社会的価値と青年会議所運動のブランデ

ィング向上のために、コンプライアンス管理体制を確立し、明確なルールの下、コンプライアンス（法令

遵守）を行うことが不可欠です。 

私たちの活動の中での、対内外への刊行物や、セミナー、フォーラム、またその中で利用する映像

や音楽等の中にも、他人の知的財産が多く含まれており、その権利（知的財産権）を保護するために

も著作権等を理解し、遵守していく必要があります。また、知的財産以外にも、事業における一般人・

著名人の肖像権やパブリシティ権の保護にも厳重に取り組むことが求められます。 

 

（１）コンプライアンスとは 

コンプライアンスとは、マネジメント用語では「法令遵守」の意味で使われることが多く基本的に「コン

プライアンスの管理」＝「法律に違反しない」と考える人が多いのではないでしょうか。 

しかし、コンプライアンスは様々な企業、団体でも重視されているものですが、法令だけではなく、道

徳や社会的規範の遵守も求められていることはあまり理解されていません。ＪＣは、責任世代の青年

経済団体として、単に法律に違反しなければいいという意識ではなく、倫理や道徳にも配慮した適切

な運営を心がけてください。 

 

（２）知的財産権とは 

知的財産権とは、知的な創作活動において、創作した人に付与される「他人に無断で利用され

ない」権利であり、著作権や産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）などがあります。 

 

（３）著作権とは 

著作権は、権利の取得にあたって登録の必要はなく、著作物を創作したときに自動的に発生す

る権利であり、著作物を利用しようとする人に、著作権者が許諾したり、禁止したりできる権利です。

したがって、「引用」など著作権法で認められている例外を除いて、著作物を利用する際には著作

権者の許諾を得る必要があります。 

著作権の理解や遵守は、社会全体のモラルのパロメーターでもあります。著作者の権利を尊重

することが新たな著作物の創作と文化の発展につながります。 

知的財産権 

著作権 

著作権…………著作物を保護 

著作隣接権……実演等を保護 
 

産業財産権 

特許権…………発明を保護 

実用新案権……考案を保護 

意匠権…………物品のデザインを保護 

商標権…………営業標識を保護 
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２．著作物とは 

著作物とは、著作権法では、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術

又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています（著作権法第２条第１項第１号）。 

 

（１）保護を受ける著作物 

日本国内において著作権法で保護を受ける著作物は次のいずれかに該当します（著作権法第６

条）。 

① 日本国民（わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を

含む）の著作物 

② 最初に国内において発行された著作物（最初に国外において発行されたが、その発行の日から３

０日以内に国内において発行されたものを含む） 

③ 条約によりわが国が保護の義務を負う著作物 

ただし、下記の著作物は著作権法の保護を受けません（著作権法第１３条）。 

(a) 憲法その他の法令 

(b) 国や地方公共団体又は独立行政法人・地方独立行政法人の告示，訓令，通達など 

(c) 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続によ

り行われるもの 

(d) (a)から(c)の翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方

独立行政法人が作成するもの 

 

（２）著作物の種類 

青年会議所運動を行う中で、写真、映像、文章、音楽など使用し、多くの人たちに発信すると思い

ますが、自分たちが伝えたいことが先立ってしまい著作物については確認を怠ってはいけません。自

分たちが気付かないまま使用することが無いように、また社会的規範を乱さない様心がけてください。 

著作権法等では、著作物の種類を次のように例示しています（著作権法第１０条）。 

言語の著作物 後援、論文、レポート、作文、小説、脚本、詩歌、俳句など 

音楽の著作物 楽曲、楽曲を伴う歌詞 

舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振付 

美術の著作物 絵画、版画、彫刻、マンガ、書、舞台装置など（美術工芸品を含む） 

建築の著作物 芸術的な建築物 

地図、図形の著作物 地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀など 

映画の著作物 劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分などの「録画され

ている動く映像」 

写真の著作物 写真、グラビアなど 

プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム 
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３．著作物の利用 

（１）他人の著作物を「利用」する 

他人の著作物は、著作権者から許諾を得ることで利用することができます。また、例外的に著作

権者から許諾を得なくとも著作物を無断で利用できる場合もあります。 

➀ 原則として著作権者の許諾を得る 

他人の「著作物」を、コピーやインターネット送信などの方法で利用する場合には、原則として

権利者の許諾を得ることが必要です。この「許諾を得る」とは、利用対価の有無にかかわらず、

権利者と利用者が「契約する」ということです。著作権者と利用者が曖昧で不明瞭な契約を交わ

すことにより、後日不必要なトラブルが発生することを避けるためにも、「何の許諾を得ているの

か」ということを明確にし、文書を残しておくように努めてください。 

また、著作権者からの許諾をスムーズに行う為、契約窓口を一本化する団体が数多くありま

す。例えば、音楽については契約窓口である「ＪＡＳＲＡＣ（一般社団法人日本音楽著作権協

会）」が有名ですが、そのような団体を通じて契約することを勧めます。 

なお、音楽をパワーポイント、ＤＶＤで使用する場合、「複製」にあたります。著作権法第３０条

において、「複製」は私的使用の目的で使用する場合に限られているので、使用する際の規模や

状況によっては、後述する非営利目的（営利を目的としない上演等）であっても著作権料が発

生することがあります。 

➁ 著作権者の許諾を得なくてよい場合 

他人の「著作物」等を利用するときには、前記のように「著作権者の許諾を得る」ことが原則で

すが、次のような場合には、許諾を得ずに利用できます。 

（ａ） 保護対象となる著作物でない場合 

前述したⅡ．１「保護を受ける著作物」以外のものは、許諾を得る必要はありません。 

（ｂ） 保護期間が過ぎている場合 

著作物には「保護期間」が決まっており、その期間を過ぎているものについては、著作権者

の許諾を得る必要がありません。 

（ｃ） 「権利制限規定」による「例外」の場合 

引用など、Ⅲ．２で解説する「例外的な無断利用」の場合には、著作権者の許諾を得る必

要はありません。 

 

（２）他人の著作物を「例外的に無断利用」する 

著作権法では「権利制限規定」と呼ばれる「例外規定」が数多く置かれ、一定の例外的な場合

には、著作権者の許諾を得ずに著作物等を無断で利用できるとされています。 

「公益」のために活動をする場合は、こうした例外規定の適用を受ける場面が多くなりますが、著

作権の制限はあくまでも「例外」ですので、「いいことをしているのだから、無断で利用できて当然」な

どと思ってはなりません。著作権の制限の場合は、その費用を「権利者個人」に負わせているという

こともよく認識しておく必要があります。 
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著作権法上の権利制限規定の具体的な内容は、次のとおりです。 

引用（第３２条） 

① 公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内であれば、他人の著作物を

引用して利用することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。 

② 国等が行政のＰＲのために発行した資料等は、説明の材料として新聞、雑誌等の刊行物に転

載することができる。ただし、転載を禁ずる旨の表示がされている場合は許諾が必要となる。 

 

営利を目的としない上演等（第３８条） 

① 営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、公表された著作物を上演・演奏・上

映・口述することができる。ただし、出演者などに報酬を支払う場合は許諾が必要となる。 

② 営利を目的とせず、貸与を受ける者から料金をとらない場合は、ＣＤなど公表された著作物

の複製物を貸与することができる。ただし、ビデオなど映画の著作物の貸与については、政令

（施行令２条の３）で定められた視聴覚ライブラリー等に限られ、さらに、著作権者に補償金の

支払いが必要となる。 

 

時事問題に関する論説の転載等（第３９条） 

新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、利用を禁ずる旨の表示がない限り、他

の新聞、雑誌に掲載したり、放送したりすることができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。 

 

政治上の演説等の利用（第４０条） 

① 公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者の

ものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。 

② 議会における演説等は、報道のために利用することができる。同様の目的であれば、翻訳も

できる。 

 

（３）引用（著作権法第３２条）について 

著作物の引用とは、著作権法第３２条に則し、他人の著作物の一部を、紹介、参照、論評その

他の目的で使用することであり、著作権者に許諾を取らずに行うことができることを意味します。 

➀ 引用する場合の諸要件 

公表された著作物を引用する場合、次の条件を満たさなければなりません。 

[１] 引用する資料等は既に公表されているものであること 

[２] 「公正な慣行」（※参照）に合致すること 

[３] 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること 

[４] 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること 

[５] カギ括弧などにより「引用部分」を明確にすること 

[６] 引用を行う必然性があること 

[７] 出所の表記を行うこと 
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※ 「公正な慣行」とは、公平かつ偏りのない一般社会で守られている規則的な作業あるいは行

為を意味します。 

➁ 引用の出所を表記する 

著作物を引用する場合は、その著作物の出所を表記しなければなりません。 

➂ 転載とは 

転載とは、他人の著作物をそのまま複製して、もともと公開されていた場所とは別の場所に公

表された著作物を他の新聞・雑誌その他の刊行物に記載することです。インターネットが普及し

た現在では、主にソフトウェア・電子テキスト・画像データなどの電子著作物がその対象となりま

す。転載を行う場合は、著作権が発生しますので、著作権者に許諾を得てください。 

但し、以下の３例の著作物においては、出所表記をすれば著作権者の許諾なしに自由に転

載してよいとされています。 

（１） 説明の材料として使う場合に限定して「国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人又

は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公

表する広報資料・調査統計資料・報告書その他これらに類する著作物」（著作権法３２条２

項） 

（２） 「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関す

る論説（学術的な性質を有するものを除く）」（著作権法３９条１項） 

（３） 同一の著作者のもののみを編集して利用する場合を除き、公開して行われた政治上の演

説又は陳述及び裁判手続（行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む）における公

開の陳述（著作権法４０条１項） 

また、これら３例の著作物においても「転載禁止」の表示がある場合には、引用を除く転載はで

きません（著作権法３２条２項但書、３９条１項但書）。 

 

（４）音楽の使用について 

 音楽を使用する場合、①音楽が原盤であること、②営利性がないこと、③第三者が参加

する事業でないことの３要件を充たすときを除き、著作権料が発生します。３要件を充た

さない場合は、ＪＡＳＲＡＣに音楽利用の申請をしてください。 
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４．財政規則広報審査会議におけるコンプライアンス審査 

（１）コンプライアンス審査の概要 

全ての議案は、財政規則広報審査会議におけるコンプライアンス審査を受けていただきます。以下

に示す必要書類を準備の上、財政規則広報審査会議に上程してください。審議議案については、財

政規則広報審査会議終了後、財政規則審査会議において財政規則確認番号を発行致します。財

政規則確認番号がない審議議案については、正副常任理事会、理事会に上程することができませ

んので、ご注意ください。 

財政規則広報審査会議への議案上程の流れの詳細は、議案上程マニュアルをご参照ください。 

 

（２）事前提出するデータ資料 

➀ 事前提出データ資料（必須提出資料） 

・上程議案資料 

参考資料などを含む全ての議案資料を提出してください。 

・【規則様式１】又は【規則様式７】財政規則広報審査会議 受付表 

該当項目を記入の上、必ず提出してください。 

・【規則様式２】コンプライアンスチェックシート 

著作物等の利用の有無に関わらずご提出ください。該当項目を記入の上、必ず提出してくだ

さい。※著作物の利用がない場合も提出してください。 

 

➁ 講師・パネリスト・司会等、外部出演者がいる場合 

   

契約形態 必要様式 

法人契約 ・【規則様式４・財政様式６】 講師等出演依頼承諾書 

個人契約 

・【規則様式４・財政様式６】 講師等出演依頼承諾書 

・【規則様式４・財政様式６－２】 源泉所得税預り金報酬明細書 

・【規則様式４・財政様式６ 別表】 講師等出演依頼に伴うマイナン

バーの提出について 

講師やアーティストの出演がある場合、規則様式４・財政様式６「講師等出演依頼承諾書」

が必要になります。また、契約者が個人で、年間合計５万円以上の報酬を支払う場合、マイ

ナンバーの取得が必要になります（「６．マイナンバーの取扱いについて」参照）。また、講師等

出演依頼承諾書には出演についての条件や報酬金額、著作物の使用の有無など確認して

記載してください。 

※ 出演者がＪＣメンバー（ＯＢを除く）の場合は本承諾書の提出の必要はありません。但し、

出演者本人の希望がある場合、また必要があると判断した場合は提出をお願いします。 
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③ 映像、ポスター等の著作物を利用する場合 

使用方法等 必要様式 

外部にポスター、チ

ラシ等の作成を依頼

する場合 

【規則様式３】 映像・ポスター等作成依頼承諾書 

イラスト・写真・動画

等の他人の著作物を

利用する場合 

【規則様式５】 著作物利用等に関する承諾書 

フリー素材を利用す

る等、著作権者の許

諾なく著作物を利用

する場合 

【規則様式６】 著作物の引用における出所表記の確認及び報告書 

他人の著作物を使用しポスター・チラシ・映像等を作成する場合、原則として著作権者の許

可が必要になります。作成者を明確にし、誰がデータを用意するのか、用意したデータの著作

権は誰が所持しているのか確認し、必要に応じて許可を取得してください。 

また、一般人・著名人の肖像権やパブリシティ権（肖像が持つ経済的権益を本人が独占でき

る権利）の保護にもかかわってきます。 

 

④ パワーポイント、配布資料等の事業資料を作成する場合 

使用方法等  

画像やイラスト等の

引用、転載がある場

合 

【規則様式６】 著作物の引用における出所表記の確認及び報告書 

公表されていない情

報・文章等の引用、

転載がある場合 

【規則様式６】 著作物の引用における出所表記の確認及び報告書 

    パワーポイントや配布資料の作成時に既に公表された著作物を引用する際は、公正な慣行

に合致し、且つ報道、批評、研究その他正当な目的の範囲内であれば、著作権者の許可なく

利用が可能です。 

※ プレゼン・報告資料に音楽を組み込んで使用する場合は『複製』にあたり、著作権料が発

生するため、ＪＡＳＲＡＣ等に申請してください。 

 

➄ 有償での契約を行う場合 

各種承諾書など有償で各種契約を行った場合は、必ず契約金額に応じた印紙の金額および

必要枚数等、規則審査会議の確認の上、各種契約書（承諾書）の原本と共にご提出ください。 
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（３）財政規則広報審査会議へ当日提出する紙資料 

財政規則広報審査会議当日に審議、承認議案を上程される方は、次の資料（事前提出したデ

ータ資料）を持参してください。また、出演者、制作会社、著作権者等より署名捺印をいただいた承

諾書及び確認書等につきましては、原本の提出をお願いします。 

・財政規則広報審査会議 受付表（規則様式１・規則様式７）（必須） 原本２部 

・講師等出演依頼承諾書（規則様式４、財政様式６） 原本１部 コピー１部 

・映像・ポスター等作成依頼承諾書（規則様式３） 原本１部 コピー１部 

・著作物利用等に関する承諾書（規則様式５） 原本１部 コピー１部 

・著作権関係団体所定の契約書・覚書 原本１部 コピー１部 

・著作物の引用における出所表記の確認及び報告書（規則様式６） 原本１部 コピー１部 

 ※コピーは両面印刷  
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５．著作権契約窓口団体一覧 

 

団体名 問合せ可能な事項 連絡先 

一般社団法人日本音楽著作権

協会（略称：JASRAC） 

音楽の利用許諾に関する事項 〒151-8540 渋谷区上原 3-6-12 

電話 03-3481-2121 

公益社団法人著作権情報センタ

ー（略称：CRIC） 

著作権に関する事項全般  〒169-0012 中野区本町 1-32-2 

ハーモニータワー22 階 

電話 03-5333-0393 

公益社団法人日本芸能実演家

団体協議会 実演家著作隣接権

センター（略称：CPRA） 

実演家（俳優，歌手，演奏家等）の権

利に関する事項 

〒163-1466 新宿区西新宿 3-20-2

東京オペラシティタワー11 階 

電話 03-5353-6600 

日本放送協会（略称：NHK） 放送事業者の権利に関する事項 〒150-8001 渋谷区神南 2-2-1 

NHK 放送センター 

電話 03-3465-1111 

一般社団法人日本民間放送連

盟（略称：民放連） 

放送事業者の権利に関する事項 〒102-8577 千代田区紀尾井町 3-

23文芸春秋ビル 

電話 03-5213-7711 

一般社団法人日本映像ソフト協

会（略称：JVA） 

ビデオソフトの著作権に関する事項（レ

ンタル，上映，複製等） 

〒104-0045 中央区築地 2-11-24 

第 29 興和ビル別館 2F 

電話 03-3542-4433 

一般社団法人日本書籍出版協

会（略称：JBPA） 

書籍，雑誌等の出版に関する事項 〒162-0828 新宿区袋町 6 日本出版

会館 

電話 03-3268-1301 

公益社団法人日本複製権センタ

ー（略称：JRRC） 

書籍，雑誌等のコピーの許諾に関す

る事項 

〒107-0061 港区北青山 3-3-7 

第一青山ビル 3 階 

電話 03-3401-2382 

一般社団法人日本写真著作権

協会（略称：JPCA） 

写真の著作権に関する事項 〒102-0082 千代田区一番町 25 

JCⅡビル 304 

電話 03-3221-6655 

公益社団法人映像文化製作者

連盟（略称：映文連） 

教育映画の著作権に関する事項 〒103-0016 中央区日本橋小網町

17-18 藤和日本橋小網町ビル７F 

電話 03-3662-0236 

デジタル時代の著作権協議会 

（略称：CCD） 

権利者及びマルチメディア製作者に

よる著作権・著作隣接権の保護及び

著作物の円滑な利用のための研究

成果に関する事項 

〒164-0012 東京都中野区本町 1-

32-2 ハーモニータワー22 階 

(社)著作権情報センター内 

電話 03-5333-0393 
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６．マイナンバーの取扱について 

（１）制度概要 

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に１人１つの番号、全ての法人に１つの番号を付し

て、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情

報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。行政事務の効率化を行い、国民の

利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤となるもので、番号は生涯使用するため、

不変のものとなります。 

マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用するこ

とはできません。 

また、特定個人情報をむやみに提供することもできません。マイナンバーを取り扱う際は、その漏

えい、滅失、毀損を防止するなど、マイナンバーの適切な管理のために必要な措置を講じなければ

なりません。なお、特定個人情報を不適正に取り扱った場合には、特定個人情報保護委員会から

指導・助言や勧告・命令を受ける場合があるほか、正当な理由がないのに、個人の秘密が記録さ

れた特定個人情報ファイルを提供した場合などは、処罰の対象となります。 

 

利用されるものについては次の様になります。 

社会保障 ・年金・雇用保険・医療保険・介護保険・生活保護 

税金 ・確定申告・年末調整・支払調書・税務上の申請、届出、調書 

災害対策 ・被災者生活再建支援金の支給・被災者台帳の作成事務 

 

（２）外部からマイナンバーを取得する必要がある場合 

事業において講師（個人）に講演料（年間合計５万円以上）を支払う場合等は、講師からマイナ

ンバーを取得し、取り扱う必要が生じます。 

 

（３）マイナンバー取扱責任者 

マイナンバーが流失した場合には，重大な個人情報の漏えいにつながります。そのため、取り扱

う事務担当者を明確にしておく必要があります。相模原青年会議所では、専務理事が個人情報の

取扱責任者としてマイナンバーの取扱・管理を行います。 

 

（４）講師・演者への報酬等について 

・法定調書提出を必要とするため、平成２８年１月１日以降に支払われた法定調書に、原則として

支払いを受ける方のマイナンバーを記載する必要があります。 

・支払いを受ける方から個人番号の提供及び本人確認 
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支払いを受ける方から個人番号の提供を受ける必要があります。また、受ける際には個人番号

カード等の提示を受け、本人確認を行う必要があります。 

※支払いを受ける方が個人の場合には法定調書の提出（支払いを受ける方に）が必要となります。

支払いを受ける方が法人の場合には法定調書の提出は必要ありません。 

※法定調書とは、税法等に基づき税務署が適正な課税を確保することを目的に提出を義務付け

ている書類で講師へ渡す支払調書等をいいます。 

・支払いを受ける方がマイナンバーの提供を拒否した場合は、個人番号の記載は、法律（国税通

則法、所得税法等）で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。それでもなお、

提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反で

ないことを明確にしておいてください。 

 

（５）マイナンバーの取得、管理、保管、廃棄について 

・取得 

マイナンバーを含む特定個人情報にも個人情報保護法が適用されるので、法律に基づき、マイ

ナンバーを取得するときは、本人確認を行い、利用目的を本人に通知又は公表する必要があり

ます。 

・管理 

青年会議所では、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適

切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。 

相模原青年会議所では２０１５年度１月より個人情報保護方針を改定するとともに、個人情報取

扱規程を設け、個人情報の取扱に関する基本的事項を定めています。 

・保管 

税金関係書類 マイナンバーに関する書類は、保管期間が７年間と定められています。保管期

間を経過した場合は、できるだけ速やかにマイナンバーを廃棄、削除しなければなりません。 

保管方法については事業年度を記載してファイリングしたものを引継ぐ等、検討する必要があり

ます。 

・廃棄 

保管期間経過後はマイナンバーの廃棄が必要となります。いつ取得したマイナンバーなのか管

理をし、保管期間が経過したマイナンバーは廃棄をしてください。 

 

（６）実務上の注意 

・マイナンバーをコピーすること、また、参考資料として議案へ添付することは禁止とします。 

・マイナンバー取得後に、万が一、講師が途中で変更になった場合は、本会事務局において破棄しま

す。その際、担当委員会は、本会事務局で確実に破棄されたことを確認してください。 

・各議長・委員長は、担当副理事長を通じて、講師等出演依頼承諾書（規則様式４、財政様式６）の

コピー及び規則様式４別表の原本を、審議クールでの正副常任理事会にて専務理事に提出してく

ださい。 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財政規則広報審査会議　受付表 【規則様式１】

議　案　名

議案ファイル名 2019 年 月 日

会議・委員会名 2019 年 月 日

議案作成者・役職 2019 年 月 日

）

】

☐

☐

☐

確認日

担当氏名

確　認　番　号

（１部）

　　　　　2019 年　　　　　　月　　　　　　日
確
認
印

財政規則審査会議

議長確認

㊞

件】

※財政規則審査会議　確認欄（この欄は記入しないでください）

所見
後日提出

[規則様式3]映像・ポスター等作成依頼承諾書

提出期限[規則様式4]講師等出演依頼承諾書

その他【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

その他【 （原本・複写） 【契約数

（原本・複写） 件】

（原本・複写） 【契約数

件】

（原本） 【引用数 件】

件】

【契約数

【契約数

著作権の保護を受ける他人の著作物を利用しない

　　②　提出書類  

件】

[規則様式1]受付表 （２部）

[規則様式2]コンプライアンスチェックシート

[規則様式3]映像・ポスター等作成依頼承諾書　※両面印刷 （原本） 【契約数

[規則様式5]著作物利用等に関する承諾書　※両面印刷 （原本）

[規則様式4]講師等出演依頼承諾書　※両面印刷

各団体所定の契約書（承諾書）

[規則様式6]著作物の引用における出所表記の確認及び報
告書

議案上程日

議長・委員長確認日

（提出書類：必要に応じた書類）

理事会承認予定日

　　①　著作物の利用方法

製作会社等に映像・ポスター等の作成を依頼する場合

（提出書類：[規則様式3]映像・ポスター等作成依頼承諾書）

講師等が出演し、写真・資料などを利用する場合

（提出書類：[規則様式4]講師等出演依頼承諾書）

著作物利用を、著作者から直接許諾を得る、または著作権団体を通じて利用する場合

（提出書類：[規則様式5}著作物利用等に関する承諾書、または各団体所定の契約書）

著作物の例外的な無断利用（著作権法第３２条）をする場合　※マニュアルＰ３～Ｐ６参照

引用（著作権法第３２条）

その他　（詳細

営利を目的としない上演等（著作権法第３８条）

時事問題に関する論説の転載等（著作権法第３９条）

政治上の演説等の利用（著作権法第４０条）

（提出書類：[規則様式6]著作物の引用における出所表記の確認及び報告書）
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月 日
月 日
月 日

事業を実施する場合に、以下の項目を確認してください。

→

→ いいえ（３．へ進む）

→ いいえ（４．へ進む）

上記を定期的にチェックする担当者がいますか。

ＪＣＩマークを使用する場合、日本ＪＣマークブランドガイドラインに違反していないか確認してください。

事業で写真撮影をする場合、予め参加者に写真撮影をすること、ＨＰ等で掲載することなどをご案内
しておくことで、肖像権に配慮をしてください。
一般人を動員する事業等で音楽を使用する場合、ＪＡＳＲＡＣ等に申請をしてください。（①営利を目
的とせず、②参加者からお金を取らず、③出演者等に報酬を支払わない、場合は著作物の無断利
用が可能です。）

議案書には、参加者名簿など個人情報が大量に含まれる名簿等を添付しないでください。

１．講師や司会等の依頼がありますか。 はい（以下を確認） いいえ（２．に進む）

２．ポスター・チラシ・映像等を作成しますか。 はい（以下を確認）

これらの依頼について、[規則様式４・財政様式６]講師等出演依頼承諾書を作成してください。

源泉徴収した所得税の納付期限は、報酬を支払った月の翌月１０日までです。

講師等出演依頼承諾書の裏面にある項目を講師等に確認してもらい、承諾できない項目は２重線
を引いて押印をしてもらってください。

絵コンテやシナリオ等で審議可決した映像、パワーポイント、冊子等は完成後必ず再チェックしてく
ださい。

自作で他人のイラスト・写真・動画等を引用、転載する場合、[規則様式５]著作物利用等に関する承
諾書を作成してください（①公正な慣行に合致し、②批評・研究等引用の目的が正当な範囲内であ
れば、著作物を許可なく引用することが可能なので、作成は不要です。）。

自作の場合、ネットでイラストや写真等を取得した場合、有償か無償か確認した上で使用してくださ
い。

[規則様式４・財政様式６]講師等出演依頼承諾書には契約者の署（記）名捺印が必要です。

芸能人やキャラクターの容貌等を無断で使用することは認められていません。

他人のプライバシーを侵害するような内容は掲載されていませんか。

他人を誹謗中傷するような内容は掲載されていませんか。

青年会議所の品格を損ねるような内容は掲載されていませんか。

講師等が個人の場合には、源泉徴収が必要です。

講師等が個人で、且つ年間報酬が５万円以上になる場合は、講師等のマイナンバーを取得してくだ
さい。

マイナンバーは必ず封入して、担当副理事長を通じて、専務理事に交付してください。

これらの作成を外部業者に依頼する場合、[規則様式３]映像・ポスター等作成依頼承諾書を作成し
てください。

３．ＨＰやＳＮＳ等を利用しますか。 はい（以下を確認）

◆理事会審議後のチェック！

４．その他（以下を確認）

[規則様式２]コンプライアンスチェックシート
議案名 確 認 日

議案作成者 承認予定
会議・委員会名 上 程 日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財政規則広報審査会議　受付表 【規則様式１】

議　案　名

議案ファイル名 2019 年 月 日

会議・委員会名 2019 年 月 日

議案作成者・役職 2019 年 月 日

）

1

】

☐

☐

☐

確認日

担当氏名

確　認　番　号

　　　　　2019 年　　　　　　月　　　　　　日
確
認
印

財政規則審査会議

議長確認

㊞

【契約数 件】

所見
後日提出

[規則様式3]映像・ポスター等作成依頼承諾書

提出期限[規則様式4]講師等出演依頼承諾書

その他【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

[規則様式4]講師等出演依頼承諾書　※両面印刷 （原本・複写） 【契約数 件】

※財政規則審査会議　確認欄（この欄は記入しないでください）

[規則様式6]著作物の引用における出所表記の確認及び報
告書

（原本・複写） 【引用数 件】

各団体所定の契約書（承諾書） （原本・複写） 【契約数 件】

その他【 （原本・複写）

（提出書類：必要に応じた書類）

[規則様式5]著作物利用等に関する承諾書　※両面印刷 （原本・複写） 【契約数 件】

　　②　提出書類  

[規則様式1]受付表 （２部）

[規則様式2]コンプライアンスチェックシート （１部）

[規則様式3]映像・ポスター等作成依頼承諾書　※両面印刷 （原本・複写） 【契約数 件】

副委員長　〇〇　〇〇 理事会承認予定日 4 27

　　①　著作物の利用方法

製作会社等に映像・ポスター等の作成を依頼する場合

（提出書類：[規則様式3]映像・ポスター等作成依頼承諾書）

講師等が出演し、写真・資料などを利用する場合

（提出書類：[規則様式4]講師等出演依頼承諾書）

著作権の保護を受ける他人の著作物を利用しない

著作物利用を、著作者から直接許諾を得る、または著作権団体を通じて利用する場合

（提出書類：[規則様式5}著作物利用等に関する承諾書、または各団体所定の契約書）

著作物の例外的な無断利用（著作権法第３２条）をする場合　※マニュアルＰ３～Ｐ６参照

引用（著作権法第３２条）

営利を目的としない上演等（著作権法第３８条）

時事問題に関する論説の転載等（著作権法第３９条）

政治上の演説等の利用（著作権法第４０条）

（提出書類：[規則様式6]著作物の引用における出所表記の確認及び報告書）

その他　（詳細

〇〇委員会 議案上程日 4 10

〇月第一例会「〇〇〇〇」開催の件

０００－００Ｋ－００００Ｓ 議長・委員長確認日 4 9

事業内容に応

じて該当する

チェックボックス

をクリックし、☑

を入れる。

また、該当箇

所に記載された

書式を必ず用

意する。

受付表とコンプ

ライアンスチェッ

クシートは財政

規則広報審査

会議時に必ず提

出。

そのほか、著

作物の利用に応

じて必要な書類

を財政規則広報

審査会議時に提

出。

契約件数を記入。

原本と写しを財政規則広報

審査会議時に持参してくだ

さい。
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月 9 日
月 10 日
月 27 日

事業を実施する場合に、以下の項目を確認してください。

→

→ いいえ（３．へ進む）

→ いいえ（４．へ進む）

◆理事会審議後のチェック！

４．その他（以下を確認）

ＪＣＩマークを使用する場合、日本ＪＣマークブランドガイドラインに違反していないか確認してください。

事業で写真撮影をする場合、予め参加者に写真撮影をすること、ＨＰ等で掲載することなどをご案内
しておくことで、肖像権に配慮をしてください。
一般人を動員する事業等で音楽を使用する場合、ＪＡＳＲＡＣ等に申請をしてください。（①営利を目
的とせず、②参加者からお金を取らず、③出演者等に報酬を支払わない、場合は著作物の無断利
用が可能です。）

議案書には、参加者名簿など個人情報が大量に含まれる名簿等を添付しないでください。

講師等が個人の場合には、源泉徴収が必要です。

源泉徴収した所得税の納付期限は、報酬を支払った月の翌月１０日までです。

講師等出演依頼承諾書の裏面にある項目を講師等に確認してもらい、承諾できない項目は２重線
を引いて押印をしてもらってください。

青年会議所の品格を損ねるような内容は掲載されていませんか。

マイナンバーは必ず封入して、担当副理事長を通じて、専務理事に交付してください。

２．ポスター・チラシ・映像等を作成しますか。 はい（以下を確認）

これらの作成を外部業者に依頼する場合、[規則様式３]映像・ポスター等作成依頼承諾書を作成し
てください。

自作で他人のイラスト・写真・動画等を引用、転載する場合、[規則様式５]著作物利用等に関する承
諾書を作成してください（①公正な慣行に合致し、②批評・研究等引用の目的が正当な範囲内であ
れば、著作物を許可なく引用することが可能なので、作成は不要です。）。

自作の場合、ネットでイラストや写真等を取得した場合、有償か無償か確認した上で使用してくださ
い。

芸能人やキャラクターの容貌等を無断で使用することは認められていません。

３．ＨＰやＳＮＳ等を利用しますか。 はい（以下を確認）

他人のプライバシーを侵害するような内容は掲載されていませんか。

他人を誹謗中傷するような内容は掲載されていませんか。

[規則様式２]コンプライアンスチェックシート
議案名 〇月第一例会「〇〇〇〇」開催の件 確 認 日 4

会議・委員会名 〇〇委員会 上 程 日 4

絵コンテやシナリオ等で審議可決した映像、パワーポイント、冊子等は完成後必ず再チェックしてく
ださい。

上記を定期的にチェックする担当者がいますか。

講師等が個人で、且つ年間報酬が５万円以上になる場合は、講師等のマイナンバーを取得してくだ
さい。

議案作成者 副委員長　〇〇　〇〇 承認予定 4

１．講師や司会等の依頼がありますか。 はい（以下を確認） いいえ（２．に進む）

これらの依頼について、[規則様式４・財政様式６]講師等出演依頼承諾書を作成してください。

[規則様式４・財政様式６]講師等出演依頼承諾書には契約者の署（記）名捺印が必要です。
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【規則様式３】 

 

裏面へ 
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映像・ポスター等作成依頼承諾書 

 

年  月  日 

 

相模原市中央区中央３－１２－３ 

公益社団法人 相模原青年会議所 

担当     会議・委員会 

議長・委員長        殿  

                 

今般  □ ポスター ・ □ 映像 ・ □ ホームページ ・ □ その他  作成依頼につき、下記及び裏面

記載の各条項を了知の上、その作成を承諾致します。 

 

 

住所・本店   

                                                        

 

氏名・商号                     印 

                                               

 

 

１．受託内容 タイトル：〔         〕（タイトル名等を記入） 

□ ポスターの作成 

  サイズ ： □ Ａ４ ・ □ Ａ３ ・ □ その他 〔         〕 

□ 映像の作成 

映像種別： □ アニメーション  ・  □ その他 〔         〕 

収録時間： 〔    ：     〕 

収録媒体： □ ＤＶＤ ・ □ ＣＤ－ＲＯＭ ・ □その他〔      〕 

□ ホームページの作成 

□ その他：  〔          〕 （ 具体的な内容を記入 ） 

 

上記対象物の必要数 〔       個 〕 

 

 

２．納入方法 

期  日 ：２０１９年  月  日 まで。 

納入場所 ：公益社団法人 相模原青年会議所事務局 

 担当会議・委員会指定場所   〔                 〕 

 

 

３．対価（本件受注に伴う一切を含んだ対価とします）及び支払期日  

金    円（消費税込み） ２０１９年  月  日まで。  
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（映像・ポスター等作成依頼承諾書 裏面） 

 

注１ 納入後、速やかに納入物を検査願います。万一、納入物に瑕疵がある場合や、企画意

図に合致しない場合、速やかにその旨のご通知と、必要な対応を指示ください。指

示された対応を速やかに実施致します。  

 

注２ 本件受注にあたり、納入物につき第三者の著作権、その他第三者の権利を侵害しな

いものであることを保証致します。 

 

注３ 納入物の著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む。）及び納入

物の所有権は、対価の完済により公益社団法人 相模原青年会議所に移転することと

します。 

 

注４ 本件受注につき、公益社団法人 相模原青年会議所理事会での審議可決をその条件と

する旨に異議ありません。  

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 



［財政様式6］
［規則様式4］

公益社団法人 相模原青年会議所

印紙貼付欄

事業名
実施日
時　間
場　所
出演者名
出演者と契約者（本承諾者）との関係　　本人 ・ 契約者に所属する者 ・ 契約者から出演委託を受けた者

　講演等の形式 １．講演 ２．対談 ３．パネルディスカッション ４．その他(      　　　　　     )
　契約の種別

謝礼金等内訳
ⅰ.謝礼金（消費税込支払金額） 円

（うち消費税 円）　

（源泉所得税 円 ※1）

差引手取支給額 円

ⅱ.交通費 １．謝礼に含む 2．謝礼に含まない　　※2） 3．掛からない

ⅲ.宿泊費 １．謝礼に含む 2．謝礼に含まない　　※2） 3．掛からない

※1　　個人契約の場合は原則として源泉所得税が適用となり、税金は差引きの上、日本ＪＣから納付します。

※2　　講師の交通費、宿泊費を上記謝礼に含まない場合で本会計から交通費、宿泊費金を支出する場合は、必要な費用を別途 

          講師関係費で予算計上してください。

支払総額
円（源泉所得税を除く謝礼＋実費立替）

■金融機関名
■支店名
■普通・当座　 ■口座番号
■口座名義人

支払予定日 ２０１９年　　月　　日

注１

（１）

（２）

記

２０１９ 年　　月　　日（　）
　　　：　　　～　　　：　　　（　　分間）

テーマ［　　　　　　　　]

講演等出演に関する事前広報について、新聞、テレビ、ラジオ等の各種広告媒体並びに公益社団法人 相
模原青年会議所ホームページ及び広報誌への指定を受けた写真の掲載及び講演要旨、講師プロフィール
の掲載

お支払口座　　

２０１９年　　　月　　　日
　　　　会議・委員会　宛

　　　　　講師等出演依頼承諾書

公益社団法人 相模原青年会議所よりの講演等の依頼につきまして、下記及び裏面記載
の各条項を 了知の上、承諾致します。

捨
印

本件出演依頼に際し、公益社団法人 相模原青年会議所において作成した下記成果物の権利について
は、公益社団法人 相模原青年会議所に帰属するものとしてその利用を承諾致します。

講演中の講師の写真撮影

１．個人契約

裏面へ
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［財政様式6］
［規則様式4］

（３）

（４）
（５）

（６）

（７）

（８）
（９）

（10）

注２

注３

　　　　　Twitter          (http://twitter.com/) LINE                (http://line.me/ja/)
　　　　　Facebook      (http://www.facebook.com/) e-みらせん       (http://e-mirasen.jp/)
　　　　　Youtube        (http://www.youtube.com/) ニコニコ生放送  (http://live.nicovideo.jp/)
　　　　　Ustream        (http://www.ustream.tv/)

注４

注５

注６

注７

注８

注９

出演者(契約者)
　　　　　住所

　　　　　電話番号

同意できない条項又は内容の変更がある場合は、二重線で削除のうえ、訂正印を押印ください。

公益社団法人 相模原青年会議所（インターネットを利用する配信の場合は、公益社団法人 相模原青年会
議所の指定する者も含む）が、講演等の文章化・要旨の作成等を行うときには、事前に内容確認を行いま
す。なお、上記（３）中の公益社団法人 相模原青年会議所が指定した者は下記のとおりとします。

本件、出演依頼の内諾にあたり、講演の内容が第三者の著作権、その他第三者の権利を侵害するもので
ないことを保証します。また、第三者が著作権等を有する著作物等を講演において使用する場合は、事前
にその内容を明らかにし、講師において当該許諾者の許諾を受けた上で講演を行うものとします。

録音・録画済みの講演（以下、単に録画物とする）、講師が講演にて自ら使用した資料、その他講演中に
撮影された写真の複製、及び無償での貸与

録画物の無償上映、及び出演者が講演にて自ら使用した資料の視聴者あての複製、配布

録画物、出演者が講演等にて自ら使用した資料、及び講演等で撮影した画像・動画につき、公益社団法人
相模原青年会議所ホームページ他、インターネットを利用した無償配信（ただし、公益社団法人 相模原青
年会議所が指定した者の利用も含むこととします）

講演の録音、録画、及び他会場への同時中継、並びに公益社団法人 相模原青年会議所ホームページ
他、インターネットを利用した同時無償配信（但し、公益社団法人 相模原青年会議所が指定した者の利用
も含むこととします）

        講師等出演依頼承諾書　裏面

源泉所得税発生時、税務書類作成事務の為、契約者は公益社団法人 相模原青年会議所へマイナンバー
を提供するとともに、公益社団法人 相模原青年会議所は、取得したマイナンバーを適切に管理・保管・破
棄し、税務書類作成事務以外に使用しないものとします。 また、マイナンバー取得後に、講師が変更に
なった場合は、　公益社団法人　相模原青年会議所　専務理事において規則様式４・財政様式６別表を破
棄させていただきます。

署名捺印 印

講演内容の文章化、または要旨の作成

文章化済み講演、要旨作成済み講演、または講師が講演にて自ら使用した資料、その他講演中撮影され
た写真につき、広報誌への掲載、複製、または貸与

前項（５）につき、公益社団法人 相模原青年会議所ホームページ他、インターネットを利用した無償配信
（但し、公益社団法人 相模原青年会議所が指定した者の利用も含むこととします）

住所

出演者が講演等で使用した資料のみを利用する場合（文章化したもの、録音・録画、または録画物とあわ
せて利用しない場合）は、注１の規定と異なり、別途許諾を得るものとします。また、類型のなき利用態様
については別途協議の上、利用の可否・対価等につき決するものとします。

公益社団法人 相模原青年会議所ホームページ他、インターネットを利用した各種配信につき、この配信期
間については、２年間の配信とします。ただし、期間満了後、出演者（契約者）より申し出がない限り、公益
社団法人 相模原青年会議所ホームページ他、インターネットを利用した配信を終了するまでの間、継続し
て公開することに異議ありません。

講師より提供された個人情報については、公益社団法人 相模原青年会議所個人情報管理規程により、
厳格に管理願います。

本承諾書記載の事業実施日３０日前を経過後の契約者都合によるキャンセルの場合は、公益社団法人
相模原青年会議所に対し、謝礼金の1０％相当額（源泉所得税額・消費税額を除く）を違約金として支払い
ます。

契約者（本承諾者）と出演者が異なる場合、契約者は本承諾書面の内容を出演者に通知します。
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※重要：取扱い厳重注意 
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[財政様式６ (別表) ] 

[規則様式４ (別表) ] 

２０１９年   月   日 

相模原市中央区中央３－１２－３ 

公益社団法人 相模原青年会議所 

専務理事   山田 康博 殿 

公益社団法人 相模原青年会議所 

         会議・委員会 

 

講師等出演依頼に伴うマイナンバーの提出について 

 

公益社団法人 相模原青年会議所の講演等依頼につきまして、謝礼に係る源泉所得税の発生に伴い、以下

の通り出演者（契約者）のマイナンバーを提出致します。 

 

  事業名     ：                             

 

  事業実施日   ：       年     月    日 

 

  出演者（契約者）：                             

 

  出演者（契約者）のマイナンバー（個人：１２桁） 

            
     ※ ご記入いただいたマイナンバーは、公益社団法人 相模原青年会議所専務理事にて管理し、 

       税務書類作成事務で使用の上、税務署へ提出し、法定保存年限後、廃棄致します。 

                                                

 

※担当会議・委員会におけるマイナンバー取扱い上のご注意 

 

１．マイナンバーは、講師等出演依頼承諾書の署名時に、利用目的（税務書類作成事務の為）を告

げた上で、個人番号カード等による本人確認を行い、契約者様本人からいただいてください。 

２．マイナンバーは個人情報です。本状は手書きでご記入いただき、データ化をしてはいけません。 

紙原本のみ取扱いし、議案書上に反映してはいけません。 

３．相模原ＪＣの各会議・委員会におかれましては、講師等出演依頼承諾書のコピーと本状原本を、

審議クールでの正副常任理事会にて専務理事に提出してください。 

４．取得したマイナンバーが漏洩した場合や目的外の使用があった場合には、法律による罰則規定 

等があります。厳重に注意して取扱ってください。 



【規則様式５】 

 

裏面へ 
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著作物利用等に関する承諾書 

     印紙 

年  月  日 

 

相模原市中央区中央３－１２－３ 

公益社団法人 相模原青年会議所 

 

担当        会議・委員会 

議長・委員長          殿  

 

 

今般の著作物等の利用に関しまして、後記記載内容のとおりその利用等を承諾致します。 

 

 

住所・本店   

                                                        

 

 

氏名・商号                   印 

                                               

 

 

１．許諾内容 

１ 利用作品名：〔       〕 （ タイトルを記入する ） 

 

２．利用方法 

□ 印刷物への利用 

名称：〔       〕 （ ポスター・パンフレット等の名称を記入 ） 

部数：〔     部 〕 

 

□ ホームページにおける掲載 

    サイト名：公益社団法人 相模原青年会議所ホームページ 

    掲載期間：   年  月  日 ～     年  月  日まで 

 

□ 映像作品における利用 

 作 品 名：〔        〕 （ 映像の名称等を記入する ） 

 複製本数：〔      部 〕 

 

３．対価（本著作物の利用許諾の対価、その他本契約に基づく一切の対価とします）及び支払期限 

金       円（消費税込み）   ２０１８年  月  日まで 

  



【規則様式５】 
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（著作物利用等に関する承諾書 裏面） 

 

注１ 本件の承諾にあたり、事前にその具体的な利用態様を示し、承諾を得た上で行ってください。 

 

注２ 本著作物の内容・表現又はその題号に変更を加える場合（拡大・縮小、色調修正等を施すことも

含む。）には、事前に承諾を必要とすることとします。また、この場合、本著作物を利用するに   

あたって、以下のとおり著作者の表示をするようにお願い致します。 

  〔 著作者名：○○ ○○ 〕 

 

注３ 本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証します。 

 

注４ 本件承諾につき、公益社団法人 相模原青年会議所理事会での審議可決をその条件と

する旨に異議ありません。  

                            

注５ 類型の定めのない利用態様については、別途協議の上、利用の可否、対価等につき決するものと 

します。 

 

以上 
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公益社団法人 相模原青年会議所 御中 

２０１９年  月  日 

 

        会議・委員会 

議長・委員長         ㊞ 

 

 

著作物の引用における出所表記の確認及び報告書 

 

 

今般、事業を実施するにあたり下記記載の出典より著作物の引用を行いました。 

この引用に際し、幣会議・委員会において著作物の出所の表記および十分な確認を行い、適切な対応を

済ませた旨、本書面をもってご報告致します。 

 

 

【引用した文献等の記入欄】 

（どのような対応を行ったかすぐわかるように、下線などを入れ具体的に明示してください） 

 

・本の場合 

  著者 出版社 著作物名を記入 

  著作物内の使用個所を別紙にて明示し、著作権保有者の使用許可をどのようにして取得したか記載 

 

・イラスト等の場合 

  著作権フリーの場合 

  利用する素材の出所を記載する（例 ○○素材集のイラストＮｏ○○を使用 など） 

 

・著作権を有する素材を使用する場合 

  利用する著作権保有者の確認をどのようにして得たのか記載 

  必要ならば著作物利用に関する承諾書を取り付ける 

 

・外部団体の作成した著作物を使用する場合 

  著作物の権利をどのようにして取得したか記載 

  必要ならば著作物利用に関する承諾書または使用許可を得た書類を取り付ける 

 

・Ｗｅｂの場合 

  著作物の著者の氏名、著作物の存在場所、参照日時を記載  

  例 

【著者の氏名】働く人のイラスト フリー素材 

【ドキュメントの完全な題目】○○地図 

【完全なｈｔｔｐアドレス】http://wwwxxxxxx/xxxxx/xxxxx.html 

【参照日時】○○年○○月○○日 

http://wwwxxxxxx/xxxxx/


事業報告・決算用

議　案　名

議案ファイル名

会議・委員会名 2019 年 月 日

議案作成者・役職 2019 年 月 日

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐ 】

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐ 】

☐

☐

☐

☐

確認日

担当氏名

確　認　番　号

　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日
確
認
印

財政規則審査会議

議長確認

㊞

※財政規則審査会議　確認欄（この欄は記入しないでください）

所見
後日提出

[規則様式3]映像・ポスター等作成依頼承諾書

提出期限[規則様式4]講師等出演依頼承諾書

その他【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

計画書審議時の提出書類に変更はありません

　　③　理由と対処方法

変更理由を記載

変更後の対処方法

各団体所定の契約書（承諾書） （原本） 【契約数 件】

その他【 （原本） 【契約数 件】

件】

[規則様式6]著作物の引用における出所表記の確認及び報
告書

（原本） 【引用数 件】

　　②　計画書審議後開催までに変更となった書類 

[規則様式7]受付表（承認議案） （２部）

[規則様式3]映像・ポスター等作成依頼承諾書　※両面印刷 （原本） 【契約数 件】

[規則様式4]講師等出演依頼承諾書　※両面印刷 （原本） 【契約数 件】

[規則様式5]著作物利用等に関する承諾書　※両面印刷 （原本） 【契約数

件】

その他【 （原本） 【契約数 件】

各団体所定の契約書（承諾書） （原本）

件】

[規則様式6]著作物の引用における出所表記の確認及び報
告書

（原本） 【引用数 件】

件】

[規則様式4]講師等出演依頼承諾書　※両面印刷 （原本） 【契約数 件】

[規則様式1]受付表 （２部）

[規則様式2]コンプライアンスチェックシート （１部）

[規則様式3]映像・ポスター等作成依頼承諾書　※両面印刷 （原本） 【契約数

[規則様式5]著作物利用等に関する承諾書　※両面印刷 （原本） 【契約数

【契約数

議長・委員長確認日

　　①　計画書審議時の提出書類

財政規則審査会議　受付表 【規則様式７】

理事会承認予定日

-80-


