
しごとコンビニ

ガイドブック
〜 南小国町しごとコンビニへ登録される方へ 〜

南小国町しごとコンビニ事務局
株式会社SMO南小国　未来づくり事業部



しごとコンビニとは？

しごとコンビニは、「しごとを通じて多様な人の望む生き方を実現する」を理念に、町内の

“ちょっとだけ働きたい”方々と、“ちょっとだけ手伝って欲しい”事業所や個人をつなぐ仕組みです。

おしごとに関しては、南小国町内限定で受託しています。

また、事業所だけでなく、役場や個人など、さまざまな方からお仕事を受託して

います。

※ケガのリスクが非常に高いおしごと（高所作業や害獣・害虫駆除等）や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

　る法律が摘要される業種のおしごとは受託していません。

南小国町に通える方で、事前にしごとコンビニへ登録されている方

※満15歳に達した日以降の最初の 3月31日が経過した方

※未成年は保護者の同意書、高校生は学校の許可が必要

おしごとを

実施できる方

依頼主
（＝発注者）

①発注（業務委託）

④納品・委託料請求

⑤委託料支払

②再委託（業務委託）

③納品・業務実施

⑤報酬支払

個人事業主のため

どことも雇用関係はありません
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しごとコンビニ事務局
（＝受託者/発注者(元請)）

 登録者/実施者
（＝受託者(下請)）

しごとコンビニは、多様な人が自分らしく働けるように、時間などに制約があり働きたくても

働けない、他に優先したいことがある等、事業所に雇用されて働くことが難しい方でも、

自分の都合に合わせて働ける“業務委託”という働き方の形態を採用しています。

●登録するかしないか

●仕事をするかしないか

●どの仕事をするか　　

皆さんは
これらを選ぶことができます

おしごと情報

しごとコンビニでは
LINE WORKSという
アプリを使って、
連絡を取り合います。

おしごと応募

連絡

相談
※しごとコンビニ登録に
LINE WORKSをダウン
ロードしていただきます。



業務委託と雇用・派遣の違い

しごとコンビニ 雇用 人材派遣

雇用契約 なし あり あり

社会保険 なし
あり

（労働条件による）
あり

（労働条件による）

労働保険 なし
あり

（労働条件による）
あり

（労働条件による）

労働基準法等の保護 受けない 受ける 受ける

最低賃金法の保護 受けない 受ける 受ける

働く場所 選択可 指定された場所 指定された場所

働いた対価
報酬

業務の実施・成果物に
対して発生

賃金
労働時間に対して発生

賃金
労働時間に対して発生

指揮命令権 なし あり あり

働く時間
提示された

条件下で自由
雇用主が指定 派遣先企業が指定
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業務委託契約の種類

しごとコンビニにおける業務委託には、請負契約と準委任契約の２つの契約があります。

請負契約

成果物の数 × 報酬単価 ＝ 報酬報酬の計算方法

成果物の完成を目的とした契約で、報酬は成果物の納品が完了した時点で

発生します。よって、成果物が納品できない場合や実施過程では報酬は

発生しません。また、成果物の品質が、契約の品質に満たない場合は、

やり直しが発生し、やり直しに対して、追加の報酬は発生しません。

準委任契約
行為の実施を目的とした契約です。

報酬は、行為を実施することで発生します。よって、契約の時間を超える

場合は、タイムチャージ料が加算されます。働きぶりが悪い場合、契約の

終了もしくは契約の延長がない可能性があります。

仕事内容に
応じた報酬 ＋ タイムチャージ ＝ 報酬報酬の計算方法



報酬の計上・支払タイミング

請負契約なのか、準委任契約なのかによって、報酬が発生するタイミングが異なります。

準委任契約

請負契約

５月 ６月 ７月

業務実施期間

納品完了

納品が完了した

７月に報酬計上

準委任契約の場合、行為（実施した業務）に対して報酬が発生するため、報酬は、該当月の末

にて締めて、報酬を計上します。

報酬計上 報酬計上
５月 ６月 ７月

業務実施期間

報酬計上

報酬の支払いについて

全ての納品が完了するまでは、原則報酬のお支払いはできませんので、予めご了承ください。

報酬のお支払いは、「業務を実施した」もしくは「納品が完了した」＝報酬計上された月の翌々月１５日と

なっています。１５日が土日祝と被る場合は、その前の平日にお振り込みをします。

※万が一、口座情報の提出が遅れた場合、報酬の振込が翌月になりますので、ご注意ください。

※振込手数料は実施者負担となり、報酬より差し引かせていただきます。

　明細に表示されますのでご確認ください。
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請負契約の場合、成果物に対して報酬が発生するので、納品が完了した月に報酬計上されます。

そのため複数月にわたって業務を実施した場合、業務が完了した月の報酬として計上されます。



事務局のサポート体制
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事務局では、登録者の皆さんが安心してお仕事を実施いただくために、以下のサポートを実施

していきます。お仕事に関することで不安なことや気になることがあれば、遠慮なく事務局へ

お申し付けください。

・おしごとあつめ・おしごとづくり

・業務に関する相談サポート

・委託料の計算/代理請求/支払

・キャリアアップサポート

登録者の皆さんへのお願い

お願い１ 業務内容の理解

契約（発注書の取り交わし）前に、マニュアルもしくは仕様書をもとに、

必ず業務の説明を行います。その際に、分からないことがあったり、不安

なことがあれば、事務局にご質問いただき、ご納得いただいた上で、ご契

約をお願いします。

お願い２ 時間当たりの報酬

請負契約のものについては、報酬が固定されているため、実施時間が長く

なり、最低賃金を割ったとしても、追加の報酬を支払うことはできません。

時間や収入を気にされる方は、経験がある案件や、短い時間でできると自

信が持てる案件を選ぶことをオススメします。

業務委託契約を結び、個人事業主としてお仕事をする実施者の皆さんには、仕事に対する責任が発

生します。仕事上でのミスやトラブルは、場合によっては契約の終了や損害賠償責任などにつなが

る可能性もあリますので、その点を十分考慮し、気を引き締めて業務に臨むようお願いします。

事務局は皆さんが安心して働けるように、依頼主と実施者の間に入り、事前にしっかりと打ち合わ

せを行い、何かあればサポートする体制を整えています。



登録者の皆さんへのお願い
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お願い３ ミスやトラブルの対応

ミスやトラブル発生時は、速やかに事務局へ報告・相談をお願いします。

事務局では、依頼主・登録者の間に立ち、解決に向けた協議の場を設け、

ミスやトラブル解決に向けて、最大限フォローアップをおこないます。

お願い４ 事務局での業務実施のための準備や片付け

しごとコンビニによる補償

実施者本人のケガの補償については、保険会社に問い合わせをした結果、個人事業主の補償をし

ごとコンビニで加入することはできないとのことでした。

個人で加入できる保険はありますので、そちらにご自身にてご加入いただくか、ご自身の傷害保

険にてご対応をお願いいたします。

業務を実施するにあたり、準備や片付けもその業務に含まれているため、

実施者ご自身にて行っていただきます。

業務実施にあたり、備品や道具などが必要な場合は、基本実的に実施者にて

ご用意いただきますが、依頼主や事務局より貸出を行う場合もあります。

貸出の有無・金額は発注書に記載がありますのでご確認ください。

トラブル発生時の対応フロー

トラブル発生
事務局への

報告※
トラブル対応

※　トラブルが発生した場合は、速やかに事務局に報告・相談をお願いします。

　　実施者では対応できないケースは、事務局が依頼主と登録者の間に立ち、協議の場を設けます。



登録手続きについて

□印鑑

□本人確認ができるもの　※１

□報酬の振込口座が確認できるもの

登録手続きに

必要なもの
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１点のみで確認が取れるもの ２点以上で確認が取れるもの

・パスポート

・在留カード

・特別永住者証明書

・外国人登録証明書

(在留資格:特別永住者に限りません。技人国の

方もご相談ください。)
・免許証等

・運転免許証 ・船員手帳 ・海技免状

・小型船舶操縦免許証

・猟銃・空気銃所持許可証

・戦傷病者手帳 ・宅地建物取引士証

・電気工事士免状 ・無線従事者免許証

・認定電気工事従事者認定証

・特殊電気工事資格者認定証

・耐空検査員の証 
・航空従事者技能証明書

・運航管理者技能検定合格証明書

・動力車操縦者運転免許証

・教習資格認定証

・個人番号カード

・官公庁等が発行した身分証明書(写真付き)

・健康保険の被保険者証

・共済組合員証

・国民年金手帳

・年金手帳

・国民年金、厚生年金保険または

　船員保険に係る年金証書

・共済年金または恩給等の証書

・運転経歴証明書　※１

　(交付年月日が平成24年4月1日以降に

限る)
・学生証、会社の身分証明証または公の

機関が発行した資格証明書で写真付き

のもの　※２

※１と※２の各１点提示は受付不可

※２の２点提示は受付不可

所用時間
しごとコンビニの説明から登録手続き完了まで１時間半～２時間要します。
余裕を持ってお越し頂くようお願いいたします。また、事前にお申込みください。

手続き内容
本人確認、ガイドブックの説明、おしごと紹介、個人情報の取り扱いについて、業務
委託基本約款の説明、登録申し込み、報酬の振込口座確認、面談、機密保持契
約、機密情報保護研修、確認テスト、理解度テスト、メンバー証作成、LINEワークス
登録　など。

問い合せ：(株)SMO南小国　未来づくり事業部

　　　　　未来づくり拠点MOG　TEL:080-8573-6474
　　　　　営業時間：9:00-17:00　(休館：木・日・祝日)

※振込口座は肥後銀行をご用意ください。
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