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対馬市特定地域づくり事業協同組合（仮称）設立に係る 

 組合員（発起人）候補事業者公募 募集要項 

 

令和３年９月 

対  馬  市 

 

 人口急減地域における地域の担い手確保の取組みを推進することを目的に、「地域人口の急

減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」が令和２年６月４日に施行さ

れました。 

対馬市では、本市のさまざまな産業における担い手不足の解消や人口減少対策を目的とし

て、上記に基づく「対馬市特定地域づくり事業協同組合（仮称）」の設立を担い、組合員（発

起人）となることを希望する事業者を募集します。 

１．  事業概要                                   

（１）制度概要 

 特定地域づくり事業協同組合制度の基本的な仕組みは、①地域人口の急減に直面している

地域において、②中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、③特定地域づくり事業（マ

ルチワーカー（季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者に派遣）に係る労働者派遣事業等）

を行う場合について、④都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、⑤

労働者派遣事業（無期雇用職員に限る。）を許可ではなく、届出で実施することを可能とする

とともに、⑥組合運営費について財政支援を受けることができるようにするものです。   

本制度の活用により、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を創出、地域内

外の若者等を呼び込むとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総務省資料より 

※⑥ 

※⑤ 
※②④ 

※③ 

※①：対馬市該当 
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（２）特定地域づくり事業について 

特定地域づくり事業の実施は、下記のようなパターンが考えられます。なお、実際の派遣

形式等は事業検討の際に組合員にて決定していただきます。 

 

 

 

 

 ㋐労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用 

関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他  

人のために労働に従事させることを指します。 

㋑特定地域づくり事業協同組合が行う労働者派遣事業は、 

原則として、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び 

派遣労働者の保護等に関する法律（「労働者派遣法」） 

の規定が適用されます。 

㋒届出により実施できる労働者派遣事業は、無期雇用の 

派遣労働者に係る労働者派遣事業に限られています。 

㋓特定地域づくり事業の実施にあたり、不適正とされる制度運用に該当するものとしては 

下記の事例が挙げられます。その他、特定地域づくり事業協同組合の派遣職員を事業者

団体等に派遣する場合、その派遣職員をさらに当該事業者団体の組合員の事業に派遣し、

その指揮命令下で業務に従事させる行為は、「二重派遣」として職業安定法第４４条によ

り禁止されています。 

㋔労働者派遣法で労働者派遣が禁止されている業種（港湾運送業務・建設業務（林業のう

ち地ごしらえ、植栽業務を含む。）・警備業務・病院診療所等における医療関係業務（就

業場所がへき地の場合を除く）、弁護士・行政書士等のいわゆる「士」業等）への派遣職

員の派遣はできません。（※詳細はお問い合わせください） 

 

組合 

組合員 

派遣職員 
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㋕特定地域づくり事業協同組合は、上記の労働者派遣事業の他、地域づくり人材の確保及

び育成並びにその活躍の推進のための事業の企画・実施等を行うことができます。 

 

（３）対馬市特定地域づくり事業協同組合（仮称）について 

①対馬市特定地域づくり事業協同組合（仮称）の概要 

 市内の事業者等が組合員となって「対馬市特定地域づくり事業協同組合（仮称）」を設立、

長崎県知事の認定、長崎県労働局への労働者派遣事業実施の届出を行い、特定地域づくり事

業（マルチワーカーに係る労働者派遣事業）等を実施します。なお、対馬市の地域性等に応

じて、最大で２つの特定地域づくり事業協同組合の設立を想定しています。 

 

②組合員について 

組合員になることができるのは市内で事業を行う小規模の事業者です。事業協同組合の設

立には発起人が４名（社）以上必要になります。 

㋐法人格を持たない任意組織、団体、グループ等は組合員になれません。 

㋑「小規模事業者」とは、「資本金又は出資金が３億円（小売業又はサービス業の場合は５ 

 千万円、卸売業の場合は１億円）を超えない事業者又は従業員数が３００人（小売業の 

場合は５０人、サービス業又は卸売業の場合は１００人）を超えない事業者」を言いま 

す。しかしながら、この基準を超える事業者であったとしても、当該事業者の競争力、 

市場支配力、地域経済の実質等の諸般の実態を検討した結果、組合員となることができ 

る場合もあります。 

㋒社会福祉法人、学校法人、農業協同組合、水産業協同組合、消費生活協同組合等は一 
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個の事業者であり、その他の要件等を満たしていれば組合員になることができます。た 

だし、派遣職員を受け入れる場合については「二重派遣」とならないように留意する必 

要があります。 

 

③派遣職員の派遣方法について 

事業者は出資金を出資して組合員となり、繁忙期等に応じて組合から派遣職員を受け入れ、

自社の事業に従事させます。なお、組合員は派遣職員の受入のたびに、組合と派遣契約を締

結し、利用料金を組合に対して支払います。 

㋐出資金、賦課金、利用料金等の詳細は、組合設立の過程において、組合員の規模及び数、 

実施事業を勘案するとともに、関係機関の指導・助言のもと発起人会の協議等により決 

定していただきます。 

㋑中小企業等協同組合法第１０条により、組合員は出資１口以上を有する必要があり、そ

の最高持ち口数は原則として出資総口数の２５％を超えない範囲内となります。 

㋒当組合員の利用に支障がない場合や組合員の中から派遣先の確保が困難な時期が生じた

場合等は、当該事業年度における組合員の総利用分量（派遣職員の労働時間の割合で判

定）の１００分の２０以内に限り、組合員外の事業者の利用が認められています。 

㋓派遣職員の確保状況や派遣職員の意向・能力等により、職員の派遣が実施されない期間 

が発生することも考えられます。予めご了承ください。 

 

④組合事務局について 

組合事務局は、組合の経理、渉外、営業、労務管理、法定事務等を担います。組合員が組 

合事務局を担うことも可能です。 

㋐組合事務局には労働者派遣法第３６条に規定する派遣元責任者の資格を有する者を配置

する必要があり、職員派遣事業を行う事務所ごとに選任しなければなりません。 

㋑組合事務局は、派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサ 

ルティングを行わなければなりません。入職時の教育訓練の実施などを含む段階的・計 

画的な訓練計画を策定し、それに基づいた教育訓練等を実施する必要があります。 

 

⑤派遣職員（地域づくり人材）について 

地域づくり人材には、地域の産業に従事する者やＮＰＯ等の社会貢献活動に従事する者な

ど地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材は幅広く含まれます。したがって、

地区内に居住している者、地区外から通勤する者、高齢者、外国人のいずれも組合の派遣職

員になり得ます。 

ただし、外国人については、在留資格等の制限があることに留意する必要があります。 

 

⑥市の支援について 

 組合の設立時及び設立後の運営において、市は下記の支援を実施します。 

・組合への運営指導・助言、事務手続き等のサポートを目的とした人的支援を行います。（組 

合設立から２年程度を想定） 

・組合の設立および運営にあたり、対馬市特定地域づくり事業推進交付金（予定）により、 

予算の範囲内において下記のとおり財政支援を行います。 
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㋐組合設立に係る経費の例としては下記が考えられます。 

  ・組合設立のために必要な調査経費等（事業者向け意向調査、先進地視察等） 

  ・関係団体等との設立準備協議会等の開催に係る経費等 

  ・組合設立時の運営体制整備に必要な人材育成に係る経費等（派遣元責任者講習等への 

参加費用等） 

  ・組合設立のために必要な手続きに係る経費等（法人登記に必要な経費等） 

  ・組合設立の際に必要となる施設改修、設備・ITツール導入に係る経費 

  ・組合設立準備に係る外部アドバイザー等からの専門的支援の受け入れに要する経費 

※組合設立に係る経費について人件費や賃借料などの経常的な経費については対象外と 

 なります。ただし、下記の取組に必要な期限付きで採用した人員の人件費については、 

 組合設立までの期限で雇用した人員の人件費のみ対象経費とすることができます。 

 ㋑派遣職員人件費については、当該派遣職員の稼働率が８割未満の場合、対象経費の上限 

額を稼働率に応じて漸減します。 

 

（３）組合設立に向けた取り組みについて 

①設立手続きの概要 

 特定地域づくり事業協同組合の設立に向けては下記の手続きが必要になります。なお、組

合設立に向けた取り組みについては組合員になることを希望する事業者自らによって、市

を含む関係機関等と調整しながら実施していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②特定地域づくり事業協同組合の認定手続き 

交付対象事業 対象経費 補助率 交付対象者 

組合の設立に 

係る事業 

組合設立に係る基準資産費及び組合 

設立に係る経費（組合設立年度支出分） 

10分の 10 

（上限 300 万円/組合） 
組合設立準備団体 

特定地域 

づくり事業 

派遣職員人件費（上限 400万円/人） 
2分の 1 特定地域づくり事業協同組合 

事務局運営費（上限 600万円/組合） 
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特定地域づくり事業協同組合の認定の申請は、事業協同組合が都道府県知事（長崎県）に

行うこととされています。なお、認定基準は下記の通りです。 

㋐人口急減地域であって、組合の活動範囲となる地区が次のいずれにも該当すること。 

 □一の都道府県の区域を越えない地区であって、かつ、自然的経済的社会的条件からみて

一体であると認められる地区であること。 

□その人口規模、人口密度及び事業所の数並びに経済的社会的状況に照らし、地域づくり

人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること。 

 

㋑事業計画の適正性及び職員の就業条件への配慮に係る基準 

□その実施に関する計画が、特定地域づくり事業が適正に行われることを確保する見地か

ら適当であり、かつ、当該事業協同組合の職員の就業条件に十分に配慮されていると認

められること。 
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㋒地域社会の維持及び地域経済の活性化に係る基準 

□当該事業協同組合の地区における地域社会の維持及び地域経済の活性化に特に資する

と認められること。 

 

㋓経理的・技術的基礎に係る基準 

労働者のキャリア形成を支援する制度の内容 

□派遣労働者のキャリア形成を考慮した教育訓練実施計画を定めていること 

 □キャリアコンサルタント相談窓口を設置していること 

  ※担当者はキャリアコンサルタントの有資格者、３年以上の人事担当職務経験者等 

を配置する必要がある 

 □キャリア形成を考慮した派遣先提供を行う手続きが規定されていること 

  ※上記手続きのための事務手引き、マニュアル等が整備されていること 

  ※特定地域づくり事業協同組合は、労働者派遣事業そのものを第三者に委託して実施 

することはできませんが、教育訓練・キャリアコンサルティング等の業務の一部を 

第三者に委託して実施することはできます。 

 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制の整備 

 □派遣元責任者が適切に選任、配置されていること （※派遣元責任者の要件は下記の通りです。） 

 ①次のいずれかに該当する者であること 

  ・成年に達した後、3 年以上の雇用管理の経験を有する者 

  ・成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として 3 年以上の経験を有する者 

  ・成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に 3 年以上の経験を有する者 

  ・成年に達した後、労働者供給事業の従事者として 3 年以上の経験を有する者 

②派遣元責任者講習を受講した者であること 

③派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行 

うものであること    等 
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財産的基礎 

□財産的基礎の基準を満たしていること 

万が一労働者派遣事業の実施が困難になった場合に、一定期間派遣労働者の賃金支払い

を担保することを目的とした基準です。労働者派遣法における基準、派遣労働者数、給与

水準、派遣職員人件費に対しての交付金等の見込み等を踏まえ、長崎県が判断します。 

なお、令和２年度認定に際しての基準は下記の通りです。 

・組合の基準資産額  ：当該組合の派遣職員人件費（諸手当・法定福利費・退職手

当等含む）の３ヶ月分以上 

・組合の現金・預金の額：上記人件費３ヶ月分の８０％以上 

※派遣職員数が３人未満の場合、３人分以上の確保を要する。 

  

㋔連携協力体制に係る基準 

□特定地域づくり事業並びにその職員の住居及び良好な子育て環境の確保のための取組に

関し、組合、その関係事業者団体及びその地区を区域に含む市町村の間の十分な連携協

力体制が確保されていること 等 

 

２．  公募概要                                    

 本公募では「対馬市特定地域づくり事業協同組合（仮称）」の設立を担い、組合員（発起人）

となることを希望する事業者を募集します。 

 

（１）応募期間  

令和３年９月１５日（水）～令和３年９月３０日（木）１７時 

 

（２）応募対象者 

応募対象者は、下記①～⑤のすべてに該当する事業者（個人事業主を含む）です。 

 

①本市内において、自己の名において事業を行っており、本市内に事業所を有する小規模事

業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「事業所」には、支店、営業所、出張所等を含みます。 

・個人事業主は応募対象になりますが、法人格を持たない任意組織、団体、グループ等 

は応募対象外です。 

・社会福祉法人、学校法人、農業協同組合、水産業協同組合、消費生活協同組合等は一 

個の事業者であるため、上記の要件を満たしていれば応募対象になります。 

・「小規模事業者」とは、「資本金又は出資金が 3億円（小売業又はサービス業の場合は 

5千万円、卸売業の場合は 1億円）を超えない事業者又は従業員数が 300人（小売業 

の場合は 50人、サービス業又は卸売業の場合は 100人）を超えない事業者」を言いま 

す。しかしながら、この基準を超える事業者であったとしても、当該事業者の競争力、 

市場支配力、地域経済の実質等の諸般の実態を検討した結果、組合員となることがで 

きる場合もあります。該当する事業者様については事前にご相談ください。 
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②対馬市特定地域づくり事業協同組合（仮称）の設立に向けた取組みに主体的に携わり、出

資金等を出資する意志のある者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③対馬市特定地域づくり事業協同組合（仮）の設立後に、同組合に組合員として参画する意 

志のある者 

 

④公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者であること。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤市税及び県税を滞納していない者であること。 

・組合設立及び組合設立後の運営にあたり、公費による財政支援が想定されることから、

組合員について公的資金の交付先として適正であることが求められます。 

 

（３）応募方法 

 応募期間の終了までに、応募書類一式を下記までご提出ください。（郵送可） 

 【応募書類】 

 ① 対馬市特定地域づくり事業協同組合（仮称）設立に係る組合員（発起人）候補事業者申込書 

 ② 履歴事項全部証明書（個人事業主の場合、個人事業の開業届出書の控えの写し） 

③ 市税納税証明書(未納がない証明) 

④ 県税納税証明書(未納がない証明) 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申込み・問い合わせ先】 

〒817-8510 長崎県対馬市厳原町国分 1441番地 

対馬市 しまづくり推進部しまの力創生課（担当：崔
さい

・中村） 

Tel：0920-53-6111㈹ Fax: 0920-53-6112 E-mail: miraisousei＠city-tsushima.jp 

         ※送信の際は、全角＠を半角@に変換してください。 

・公募終了後、応募事業者にて組合設立に向けた調整等を実施予定ですので、予めご了 

承ください。 

・事業協同組合の設立にあたっては、設立のための発起人が 4名以上必要となります。 

組合設立の発起人等を担っていただく場合もございますので、予めご了承ください。 

・中小企業等協同組合法第 10条により、組合員は出資 1口以上を有する必要があり、そ 

 の最高持ち口数は原則として出資総口数の 25％を超えない範囲内となります。なお、 

出資 1口の額は、組合設立の過程において、関係機関の指導・助言のもと発起人会の 

協議等により決定していただきます。 

応募事業者及び構成員等が、次のアからウのいずれにも該当しないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

 イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

 ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他市長が認めるもの 
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３．  公募後の流れ（予定）                                   

 募集締切後、応募事業者で構成する発起人会（組合設立準備団体）を設立、組合設立に向

けた協議等を定期的に実施します。詳細につきましては、公募締切後に応募事業者に通知い

たします。なお、組合設立に係る全体スケジュール（案）は下記の通りです。 

 

時 期 内 容 備 考 

Ｒ３.９ 公募実施 組合員候補の選定 

Ｒ３.10 

～Ｒ３.12 

発起人会設立検討協議（10月初旬ごろ） 

発起人会の設立 

事業内容等に係る協議（発起人会にて継続実施） 

市への交付金申請手続き（設立支援分） 

発起人の選定、事業スキームの

組立、関係機関との協議、組合

設立手続き等 

Ｒ４.１ 
事業協同組合創立総会の開催公告 

事業協同組合創立総会・理事会の開催 
 

Ｒ４.２ 
設立認可申請・出資金払込・設立登記 

派遣職員の公募（設立日～３月） 
事業協同組合の設立 

Ｒ４.３ 

特定地域づくり事業協同組合設立認可申請・認可 

労働者派遣事業の届出 

派遣職員の採用事務等 

市への交付金実績報告手続き（設立支援分） 

特定地域づくり事業協同組合

としての認定 

労働者派遣事業の届出 

Ｒ４.４ 派遣職員の公募・採用事務  

Ｒ４.５ 特定地域づくり事業の開始 組合員等への職員派遣の開始 

※予定につきましては変更の可能性があります。 

 

４． 参考資料等                                 

 特定地域づくり事業協同組合制度の詳細につきましては、下記を併せてご確認ください。 

（総務省ホームページ「特定地域づくり事業協同組合制度」） 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/tokutei_chiiki-dukuri-jigyou.html 

 

「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律ガイドライ

ン」につきましては、市ホームページにて転載しておりますので併せてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 


