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コンサルタント業務委託契約書 

 

〇〇〇〇〇（以下（委託者）「甲」という。）と △△△△△（以下（受託者）「乙」とい

う。）とは、相互利益の尊重の理念に基づき、信義誠実の原則に従って、次のとおりコンサ

ルタント業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（趣旨・目的） 

本契約は、甲が開発し生産する製品（以下「本件製品」という。）の販売促進にあたり

地域戦略、営業戦略の策定並びに展開につき指導・アドバイスを受けるため、甲は、【別

紙】「１．委託の内容」に記載の業務（以下「本件業務」という。）を乙に委託するにあた

り基本取引条件を規定したものである。 

この協働の関係を以って激変する市場環境へ対応し、共通の目標（利益の拡大、経営目標

及び地域の顧客価値・経済社会の発展等の経営ミッション）を実現することを目的とする。 

第２条（協働の推進体制） 

甲及び乙は、本契約締結後すみやかに、本契約の履行のための連絡・確認を行う契約管理者

およびその他協働の推進体制を定め、それぞれ相手方に書面で通知する。 

2 甲及び乙は本契約の趣旨・目的に則り、目的達成のための各評価指標等の「協働の方策」（以

下、「協働施策」という。）について協議にて決定し、前項の管理者及び体制において【別紙】

の「６．協働施策」を実施する。 

3 甲及び乙は、本契約の履行に関する相手方からの要請、指示等の受理、相手方への通知、依

頼等を行う場合、第１項で定めたそれぞれの契約管理者を通じて行う。 

4 甲及び乙は、第１項により定めた契約管理者等の変更がある場合には、直ちに相手方に対し

て、書面をもって通知する。 

第３条（定期協議会等の開催） 

甲及び乙は、本契約が終了するまでの間、本契約の履行の進歩状況の報告、問題点の協議・

解決、その他本契約の履行推進のために必要な事項を協議するため、定期的に協議会（以下定

期協議会といいます。）を開催する。 

なお、定期協議会の開催の頻度については両当事者が別途協議のうえ定める。 

2 前項の定期協議会のほか、甲及び乙は必要に応じ両者の協議会を行うことを相手方に要求で

きる。 

3 甲及び乙は、必要に応じて、本件業務の直接現場の責任者及び担当者等の従業員を定期協議

会及び前項の協議会に出席させるよう相手方に対し要請することができるものとし、甲及び乙

はこれに応じる。 

第４条（委託範囲と内容） 

  乙は、本件業務に関し、甲からの求めに応じ、甲に助言、指導を行うサービスを提供す

る。 

2 代理権の授与の範囲と内容については【別紙】「１．委託の内容(2)代理権の範囲」のとお

りとし、当該範囲を超えて代理権の授与が必要となったときは、別途甲乙協議して決定
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する。 

3 甲は乙に対して、業務の処理に必要となる資料を提示し、業務の処理に関し積極的かつ

全面的に乙に協力し、乙は誠実に業務を処理する。 

第５条（委託範囲と内容の変更等） 

 甲及び乙は、市場環境の変化、競合状況、自社の経営戦略（製品戦略、市場戦略）の変

更等（以下「条件変更等」という。）に則して、必要と考えられる合理的事由があるとき

は、いつでも、前条の委託の範囲と内容を変更することができる。 

2 甲及び乙は、前項の変更をする場合には、速やかにその事由を書面により、相手方に申

し出なければならず、前項の変更の申し出に対し、甲及び乙は、協議のうえ、変更内容を

決定し、変更内容に応じた本契約の「変更契約書」乃至「覚書」（以下、「変更契約書等」

という。）を作成し、契約締結する。 

3 前項の変更に伴い損害が生じた場合の負担等は、次の各号による。 

 (1) 甲の責に帰すべき事由により乙が損害を被ったときは、甲の負担とし、乙は損害賠

償を請求することができる。 

 (2) 乙の責に帰すべき事由により甲が損害を被ったときは、乙の負担とし、甲は損害賠

償を請求することができる。 

 (3) 甲乙双方の責に帰すべき又は帰すことができない事由によるときは、甲乙協議の上、

当該損害の負担方法を定める。 

(4) 前号よって解決できない金銭負担割合は、均等割りとする。 

4 前２項の規定にも関わらず、甲及び乙は、協議の上、本契約を解除し（第１２条第 3 項）、

甲は乙に仕様書及び予算書を提出、乙は甲に企画書及び見積書を提出し、これらを審議

検討し、新たな契約締結をすることができる。 

第６条（報告） 

乙は、甲に対し、甲所定の書式に従い、本件業務の処理者、本件業務の処理内容、本件

業務の処理日時等を記入したうえ、毎月末日に、甲宛に報告しなければならない。 

2 乙は、本件業務の履行状況に関して、甲からの請求があったときは、その状況につき直

ちに報告しなければならない。  

3 前２項の報告は、第２条に規定する契約管理者の記名押印を行ったうえで、これを相手

方の契約管理者へ通知することをもって行う。 

第７条（委託料、成果報酬の支払） 

本契約の委託料は、【別紙】「２．(1)委託料金」に記載のとおりとする。 

2 甲は、乙に対し、１項の委託料を【別紙】「２．(2)支払時期(3)支払先」に記載のとおり

支払う。   

3 甲は、乙に対し、【別紙】「６．協働施策」の各指標の達成により得た成果に応じ、報酬

を支払うものとし、その額（率）、支払い時期については、【別紙】「３．成果報酬の支

払」で定める。 

4 甲の有する買掛金その他の債務と乙が有する債務（損害賠償の債務を含む）との相殺は、

個別契約その他の定めがある場合の他は、相手方との協議を経て行う。 

第８条（費用） 
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本件業務の遂行上、通常に生じる費用（交通費、宿泊費、通信費、印刷費等、一切の費用）

は、甲の負担とする。 

2 前項の費用につき、乙は、予め書面によりその事由と費用明細を甲に申し出ることによ

り、前払いを請求ができる。この場合、甲は申し出を審査し、前払いを行う。 

3 本条の費用の支払については、乙が甲に請求書を送付し、甲は【別紙】「４．費用等の支

払先」の口座に振り込む方法により行う。 

4 前各項の定めによる費用の他、他の条項に規定する費用については、他の条項の規定よ

る他、他の条項に負担者の定めの規定がない費用、もしくは本契約に定めがなく生じた必

要な費用の額、負担者については、本契約締結時の価格を基礎として、甲及び乙が協議し

て定める。 

5 前項の協議で決しない場合は、甲及び乙は均等に費用負担する。 

第９条（通知義務） 

甲及び乙は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、相手方に対し、あらかじめその旨

を書面により通知する義務を負う。 

 (1)法人の名称又は商号の変更 

 (2)振込先指定口座の変更 

 (3)代表者の変更 

 (4)本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更 

 (5)第２条に規定の契約管理者の変更 

 (6)第１４条第４項の役員・従業員の役職・氏名 

第１０条（再委託禁止） 

乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。ただし、甲乙協議

のうえ、甲が書面による再委託の承諾をした場合に限り、乙は本件業務の再委託をするこ

とができる。 

2 乙は、前項の承諾による再委託の結果、甲に損害が発生した場合は、乙に故意又は過失

のないとき、又は不可抗力であるときを除き、これを賠償する責任を負う。 

第１１条（告知・協議・任意解除） 

甲及び乙は、本契約を解除するやむを得ない必要が生じたときは、〇ヶ月前までに、相手

方にその旨を書面で通知し、以下各号の協議を以って、当該契約を解除することができる。 

(1)当該契約を継続することのできないやむを得ない特段の事由 

 （第１６条第３項不可抗力による解除を含む。） 

(2)当該契約を解除する者の相手方に対する債権債務がある場合の当該債権債務の取扱 

(3)解除によって相手方に損害が発生する場合の損害 

(4)解除によって解除者に損害が発生する場合の損害  

(5)解除によって甲乙以外の第三者（顧客・地域等）に損害が発生する場合の損害 

2 前項の解除を行い、損害の賠償を要する場合、甲及び乙は協議でその賠償額の負担割合

を決める。 

3 前項の場合において、本契約又は個別契約、他の補償規定（法令の規定等）に拠る他、

別途作成する『協定書』等に拠ることができる。 
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第１２条（契約の解除） 

 甲は、乙が本件契約に基づく債務を履行しないときは、〇日間の猶予を設けて履行を催告

し、なお履行しない場合は、本件契約を解除することができる。 

2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方に対する催告を要

せず、かつ、自己の債務の履行を提供しないで、直ちに本契約を解除することができる。

なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。 

(1)本契約の各条項について重大な違反があるとき。 

（本契約の各条に規定する協議に応じないときを含む。） 

(2)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、また

は整理、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら整理、

民事再生、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てたとき。 

(3)自ら振出しもしくは引き受けた手形、または小切手につき不渡りとなる等、支払停

止状態に至ったとき。 

(4)監督官庁より営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。 

(5)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき。 

(6)株主構成の変動等により、従前の会社との同一性を有しなくなったと認められるとき。 

(7)反社会的勢力であることまたは反社会的勢力と密接な関係を有することが判明した
場合。 

(8)災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき。 

(9)その他資産、信用状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由が

あるとき。 

（10）相手方に対して詐術その他の背信的行為があったとき 

(11)その他、前各号に順ずる事由があったとき。 

3 甲または乙は、前２項の他、相手方の同意を得て、または、第１１条の告知・協議によ

り本契約の全部または一部を解除することができる。 

第１３条（期限の利益の喪失） 

甲又は乙いずれかの当事者が、前条第１項又は第２項各号に掲げる事由の一に該当したと

きは、当該当事者は、相手方に対し負担する一切の債務について、当然に期限の利益を喪

失するものとし、直ちに債務全額を現金で相手方に支払う。 

第１４条（守秘義務） 

甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された一

切の情報（以下「秘密情報」という。）を本件業務の遂行にのみ使用し、甲の書面による

承諾なくして第三者に開示してはならない。 

2 前項の守秘義務は以下のいずれかに該当する場合には適用しない。 

 (1)公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実 

 (2)第三者から適法に取得した事実 

 (3)開示の時点で保有していた事実 

 (4)法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実  

3 本契約の存在も秘密情報とする。  

4 乙は、本件業務の遂行のために秘密情報を知る必要がある乙の役員・従業員のみにこれ
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を開示することとし、予め甲にその役員・従業員の役職・氏名を通知する。 

5 乙が本件業務を第三者に再委託し実施させる場合には、この守秘義務をこの第三者にも

遵守させるものとする。 

第１５条（著作権の帰属） 

乙は、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護

される第三者の権利（以下「著作権等」という。）の対象となっている履行方法、ノウ

ハウ、アイデア、コンセプト等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わ

なければならない。ただし、甲がその履行方法等を指定した場合において、その指図書

等に著作権等の対象である旨の記載がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、

甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担する。 

2 本件業務の履行を通じて新たに発生して得られた本件成果物、及び著作権等の権利につ

いては、原則として甲及び乙に帰属する。ただし、本件権利の帰属及び使用方法について

は、発生にいたる経過を踏まえ、甲及び乙で協議して定める。なお、本契約締結前に既に

甲又は乙の各々に帰属していた成果及び権利は除く。 

3 甲及び乙は、本契約によって生じる成果及び権利を第三者に譲渡し、又は承継させ若し

くは公表する場合には、本契約の有効期間後であっても、事前に相手方の書面による承

諾を得なければならない。 

第１６条（免責） 

甲が、乙の提案を採用するか否かは、甲の責任で判断するものとし、その採用の結果とし

て甲に損害が生じたとしても乙は責任を負わない。 

ただし、故意又は重過失がある場合はこの限りではない。 

2 天災地変、戦争・暴動・内乱、テロ、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ス

トライキ等の争議行為、輸送機関の事故、通信回線の事故・トラブル、その他当事者の責に

帰し得ない不可抗力となる事由による本契約に基づく債務の履行の遅滞又は不能が生じた

場合は、当該当事者は本契約の違反とはならず、その責を負わない。 

 ただし、本契約に基づく代金支払義務の不履行は免責されないものとする。 

3 前項の場合、不可抗力となる事由が〇〇日間以上継続し本契約の履行が著しく困難にな

ったと認められるときは、甲及び乙は、事前に協議のうえ、本契約又は個別契約の全部もし

くは一部を解除することができる。 

第１７条 （損害賠償責任） 

甲又は乙は、本契約の違反もしくは第１１条および第１２条に基づく解除により、相手方

に損害を与えたときは、相手方が負った損害につき賠償できる。 

2 前項の場合において、相手方に負うべきとされる通常損害および特別損害、一切の間接

的・付随的賠償請求の総額は、【別紙】「２．(1)委託料金」の額を超えない。 

第１８条 （遅延損害金） 

甲が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みに至

るまで、年 14.6％（年 365 日日割計算）の割合による遅延損害金を支払う。 

第１９条（契約期間） 

 本契約の有効期間は、平成〇〇年〇月〇日から平成〇〇年〇月〇日までとする。但し、期
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間満了の２か月前までに、甲又は乙が相手方に対して、期間満了による本契約の終了の意

思表示を行わないときは、本契約はさらに１年間更新され、以降も同様とする。 

2 前項の規定にも関わらず、第５条第２項の規定に拠り、本件業務の範囲又は内容が変更

された場合には、変更契約書によるものとし、同条第４項の規定により新たな契約が締

結された場合は、新たな契約締結日をもって前項の契約期間は消滅する。 

第２０条（契約終了後の処理） 

甲及び乙は、本契約が終了したときは、互いに既に確定した債権債務について、速やかに

これを精算する。 

2 乙は、本契約が終了した場合、直ちに本件業務を中止し、甲に対して事務の引継ぎを行

い、本契約に基づき預託・貸与された事務処理マニュアル等の物品（本契約に基づき提供

されたデータ類及びこれらが記録された電子媒体等を含む）を、速やかに甲の指示に基づ

き返還ないし破棄する。 

3 乙は、本契約が終了した以降、甲の知的財産権を使用するなど、第三者から甲又は甲の

業務を受託した者と誤認されるような行為をしてはならない。乙は、甲から許諾を受け又

は受寄したものがあるときは、本契約終了後直ちに、甲の指示に基づき、返還、削除、返

還等の適切な処理をしなければならない。 

第２１条（協議・判断基準①） 

 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈について疑義を生じたときは、本契約第

1 条の趣旨・目的に則し、甲乙協議のうえ解決する。 

2 前項によって解決できない金銭の負担割合に関する協議は、均等割りとすることをもっ

て解決する。 

第２２条（準拠法・判断基準②） 

本契約は、日本法に従って解釈される。 

2 甲及び乙は、前条に定める協議をもって解決できない場合は、〇〇弁護士会又は日本弁

護士連合会が仲介とする「あっせん手続き」あるいは「仲介手続」の判断に基づき解決

することに合意する。 

以上の合意の成立を証するため、この契約書２通を作成して甲と乙とが記名押印のうえ各自

その１通を所持する。 

 

平成   年   月   日 

（甲：委託者） 

      住所：  

         氏名：                    印 

（乙：受託者） 

住所：            

 

        氏名：                    印 
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（契約Ｎｏ．    ）【別紙】 

取引基本条件 

１．委託の内容：（本契約第４条関連） 

(1)甲及び乙が事前に定めた以下の各号の範囲と内容とする。 

一 本件製品を販売する地域についての情報収集 

二 地域に立地する企業の調査 

   三 アプローチ対象企業の選定 

    四 本件製品の販売プロモーションに関すること 

   五 アプローチ企業の経営方針等の調査  

六 アプローチ企業への提案書作成指導、営業マン教育・研修 

七 前各号に付随する一切の業務 

 (2)代理権の範囲：  

一 情報収集に際しての各機関・団体（市区町村、商工会議所等）への交渉 

二 企業訪問の際の営業交渉代理、契約締結代行（代理） 

三 その他(1)各号を推進する上で必要な代理行為（       ）  

２．委託料金・支払時期・支払先：（本契約第７条関連） 

 (1)委託料金        

・着手金 ：月額委託料金の２ヶ月分一括支払 〇〇〇円（消費税含まず） 

・月額委託料金： 月額定額 〇〇〇円（消費税含まず）  

 (2)支払時期 

    金額 

着手金 （本契約締結時）         〇〇〇円 

定額 （毎月末〇日）         〇〇〇円 

 (3)支払先    

金融機関名称  △△銀行 

支店  △△支店 

口座種別 普通預金 

口座番号 △△△△△△△ 

口座名義 △△△△△ 

（振込手数料は甲負担） 

 (4)支払方法 

   一 着手金の支払：甲は、本契約締結時に支払う。 

二 定額委託料の支払：甲は、契約締結時に収納企業向け『預金口座振替依頼書・自

動払込利用申込書』に所定事項を記入、署名捺印し、乙に提出する。 

三 費用の支払：乙は、出張旅費その他の実費相当額及びこれらに係る消費税等を書



面により甲に（本契約第２条（協議の推進体制）規定の契約管理者、又は甲が書面

にて指定する甲の支払担当者宛に請求書を送付する方法にて）請求し、甲は当該請

求書を受領後 〇日以内に乙の指定する上記の銀行口座に振込む方法で乙に支払

う。 

(5)追加サービス発生時の料金算定と支払 

 【料金算定方法】・ 

一 サービス内容「上記１．委託の内容：(1)各号」ごとの「基準単価／時間」を基

準とし、所要時間を乗じて算定する。（乙は本基準単価を企画書提出時に提出す

る。） 

二 「上記１．委託の内容：(1)各号」に該当しないサービス内容に関しては、別途

個別見積により算定し、協議により料金確定する。 

【支払方法】 

乙は、当該追加サービス名を明示した書面により甲に（本契約第２条（協議の推進

体制）規定の契約管理者、又は甲が書面にて指定する甲の支払担当者宛に請求書を

送付する方法にて）請求し、甲は当該請求書を受領後 〇日以内に乙の指定する上

記の銀行口座に振込む方法で乙に支払う。 

３．成果報酬の支払：（第７条） 

 下記「６．協働施策」の(1)委託側成果指標、(2)受託側目標指標、(3)顧客価値指標のう

ち以下の指標につき成果報酬額を算定し、成果実績集計後〇日後に支払う。 

 例） 新規ＰＰ（見込み客）獲得件数：件数×〇万円   

    新規顧客獲得件数：      件数×〇万円 

    新規顧客との契約金額：   契約金額×〇％円   

４．費用等の支払先：（本契約第８条関連） 

                （費用分担金、前払金、前払精算金等の支払先口座）  

 甲への支払先 乙への支払先 

金融機関名  〇〇銀行 

支店名  〇〇支店 

口座種別 普通預金 

口座番号 〇〇〇〇〇〇〇 

口座名義 〇〇〇〇〇 

 

 

上記「２．(3)支払先」と同じ。

 

 

（本契約 5条 3項、8条 2項、3項、4項、16 条関連：振込手数料は振込人の負担） 

５．事務工程表： 

   手続・処理 補足説明 

１． 乙から甲への企画書（見積書）提出 

（必要に応じて乙による甲のトップ・現場責

任者・担当者へのヒアリング等の企画書提出

前手続含む） 

下記２．が先に提出される場

合もあります。 

２． 甲から乙への企画提案の要望（仕様書提出）  
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３． 契約締結前の 終調整（乙から甲への企画書、

見積書等の再提出又は仕様内容調整） 

コンサルタント業務内容確

定（１．委託の内容・範囲）

４． 「コンサルタント業務委託契約書」締結  

５． 甲による着手金の支払 ４．契約締結から〇日後 

６． 定期（臨時）協議会 開催頻度（日時）は甲及び乙

の協議で決定 

７． 甲から乙へ委託料支払 毎月（契約期間内） 

８． 甲から乙への成果報酬の支払 成果実績集計後〇日後 

６．協働施策：（本契約２条２項関連） 

 (1)委託側成果指標： 

例）収益性（粗利益、経常利益、税引前当期利益、キャッシュフロー、他） 

   成長性（売上高、売上高伸長率、マーケットシェア、新製品売上高比率、 他） 

   市場競争力（新製品売上構成比、新製品投入件数・サイクル、顧客満足度、他） 

   営業力 （顧客訪問回数、電話応答時間、接客時間、接客回数あたり契約数、新規

顧客獲得数、リピート購買率、ＰＰ保有数、一人当たり受注高） 

   製品力 （不良率、故障率、クレーム率、返品率）  

(2)受託側目標指標： 

例）新企画の提案力（提案書提出数、調査・ヒアリング件数、電話件数、他） 

新技術の提供力（新規技術の開発件数、新規技術の提案件数、他） 

   課題解決の提案力（課題解決提案件数及び採用件数、など） 

   業務遂行サービスレベル・コスト目標 

（納入リードタイム、生産リードタイム、納期厳守率、生産計画日

程比、生産量差、生産指図数差、標準工数差、投入工数生産性、

原材料歩留まり差異、設備稼働率差異、他） 

(3)顧客価値指標： 

例） 顧客満足度、顧客定着率、リピーター率、顧客苦情件数、苦情処理件数、 

   環境改善指標、廃棄物排出量、防災寄与度、防犯寄与度、他 

(4)従業員評価指標： 

 例）  従業員満足度、自己都合退職率、売上高教育訓練費率、従業員提案数、 

     社内研修会実施回数、残業時間数、有給休暇消化率、女性管理職比率、育児休

暇消化率、他  

【注】上記指標は例示であり、これらが全てではありません。 

委託者、受託者、顧客（地域社会状況）の各特性に則し、以下の諸点を考慮して、 

上記の例を参考にしつつ、実務現場の担当者・管理者のアイデア・意見を採用し、 

数個に絞り込みます。 

一 契約目的を実現する上での（プロセス制御可能な）評価指標であるか。 

二 現場業務遂行上、実績数値が採取可能であるか。 

三 継続して管理できるか。 

四 想定される以下の管理方法・体制で現場に負担をかけることなく進捗管理で 
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きるか。 

 (5)進捗管理の方法・体制： 

７．別途作成ないし検討を必要とする『契約書』（協定書、覚書等）及び書類 

(1)『秘密保持契約書』     （※下記の【注１】を参照。） 

(2)『協働施策の実施計画書』『協働施策実施スケジュール』『契約管理者、協働の推進

体制』（第２条関連）     （※下記の【注２】を参照。） 

(3) 『変更契約書等』『仕様書』『予算書』『企画書』『見積書』『新たな契約書』（第５条） 

(4)『月次報告書』（第６条関連） 

(5)『費用請求書』（第８条関連） 

（6）『通知書』（第９条関連） 

(7)『告知通知書』『個別契約書』『覚書』『協定書等』（第１１条） 

(8)『協定書』等（第１１条関連） 

(9)『指図書』『知的財産権に関する契約書』（第１５条関連） 

（10）『変更契約書』（第１９条関連） 

  (11)その他、相手方への申入れ時、通知、許諾時に作成する『書面』 

（※以上、必要可能性を含め記載しており、全てが必要とは限らない。またこれ

らが全てではない。市場環境、業界事情（慣習）、契約当事者の経営方針、製

品特性等に則し、契約条項の追加・変更・削除（以下「変更等」という。）、

契約履行過程においての見直し（変更等）が必要となる。） 

【注１】(1)『秘密保持契約書』は、経営理念、経営戦略との整合性を図り、差別化戦略

に基づき、協働可能性のある相手先を選定のうえ、本秘密保持契約を締結する。

その後、本業務委託契約書を「カウンターオファー」の契約書として開示し協議

（契約交渉）を開始する。 

【参考サイト】http://keiyakusg.com/keiyakuigi/#kaisetu  

【注２】(3) 『協働施策の実施計画書』『協働施策実施スケジュール』作成に当たっては、 

事業計画（数値目標）実現の実施計画、実施スケジュール（月次、週次、日次）

を現場参加で作成する。なお、経営理念、経営戦略に合目的な目標設定とするこ

とが大前提となる。 

上記「５．協働施策」の評価指標を選択設定し、「ＰＤＣＡ」管理のしくみを創

生（設計）する。 

【参考サイト】http://keiyakusg.com/itaku-pdca/  

 

http://keiyakusg.com/keiyakuigi/#kaisetu
http://keiyakusg.com/itaku-pdca/

