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本書の内容と使い方 

 

本書は第１章において学生受入制度の概要などについて、第２章から第５章において各受入身分とそ

の事務手続などについて説明しており、第６章によくある質問とその回答を掲載しています。原子力人

材育成センターのホームページ 1とイントラネット 2に学生受入に係る各種の様式及びその記入例を掲載

していますので本書と併せて御活用ください。不明な点については遠慮なく下記までお問い合わせくだ

さい。 

 

 

                       【問合せ先】 

                         原子力人材育成センター  

原子力人材育成推進課 

                          大学連携チーム 

                         Tel : 029-282-6460 

                                                  Email: nuhrdec-daigaku@ml.jaea.go.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 http://nutec.jaea.go.jp 
2 http://nuhrdec-intra.oarai.jaea.go.jp/wp/ 
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第１章 学生受入全般 

 

１-１ 各受入身分とその位置付け 

  原子力人材育成センターの原子力人材育成推進課大学連携チーム（以下「大学ＴＭ」という。）は

日本原子力研究開発機構法 3などにのっとり国内の大学及び高等専門学校との連携協力を推進してお

り、その一環として学生の受入制度を運用しています。学生の身分は能力、学位、人材育成の内容な

どに応じて次の四つを定めています。 

 

（以下「大学連携協力推進にかかる基本方針及び推進計画」（平成 23年 7月 20日）より抜粋。） 

① 夏期休暇実習生（初級・中級レベル） 

     ⇒学部生以上による短期的なインターンシップ実習を行う。原子力分野にあまり縁のない学

生も含め、対象学生の裾野を広げていくため、国内全般に募集を行う。 

② 学生実習生（中級レベル以上） 

     ⇒学部生及び修士課程の論文作成を前提とし、1年以内の比較的長期的な実習を行う。例え

ば、夏期休暇実習を通じて得た経験等をもとに、さらにレベルの高い、論文作成に寄与で

きるような実習を行う。 

③ 学生研究生（上級レベル） 

     ⇒修士課程以上の学生を対象とし、教員指導のもと、研究又は専門教育を実施し、研究発表

を奨励する。本学生は機構との協定や覚書を締結している大学等に限定される。 

④ 特別研究生（特別レベル） 

     ⇒自発的に研究を行う能力を有する、原則として博士課程の学生（博士課程終了後 2年以内

の大学院の研究生や修士課程を含む）を対象とする。研究発表を奨励し、大学及び機構へ

の研究開発成果に寄与させる。特別研究生は、機構の業務テーマ分野の公募で申請された

学生の中から、学生の研究能力等の審査を経て厳選され与えられる身分であり、学生研究

生からのステップアップを期待する。 

 

１-２ 受入時の心がけ 

  学生の皆様は次の 3点を心がけてください。これらは受入部署との良好な関係を前提として成立し

ます。そして、良好な関係は日々のコミュニケーションにより培われるものです。下記は具体的に心

がけていただきたいことのほんの一例ですが、参考としてください。 

（１）Safety 

                                                   
3 第 17 条 7項 原子力に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。 
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・法令や原子力機構の規則で定められている書類などを提出しているか 

    ・作業内容の説明にきちんと耳を傾け、安全を十分に意識して作業しているか 

  （２）Security 

    ・身分証、構内出入許可証などを適切に取り扱い、紛失していないか 

    ・許可なく職員などの個人情報や原子力機構内の施設などの写真を SNS(Social Network 

Service)などのインターネット上に掲載していないか。 

    ・核セキュリティや情報セキュリティなどを意識して行動しているか 

    ・緊急時に連絡がとれるように携帯電話の電話帳などに受入部署の方々の電話番号を登録して

いるか 

  （３）Sincerity 

    自分ならではの“誠実さ”をみつけてみてください。 

    ・受入部署の方をひとりの“ヒト”として見ているか 

    ・学生気分から脱すことができずに職場の雰囲気を乱していないか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-３ 情報セキュリティ 

  原子力機構は核燃料や核原料などに係る機微な情報を取り扱っています。また、膨大な量の個人情

報（学生の皆様の情報も含まれます。）も取り扱っています。ひとたびこれらの情報が外部に流出して

しまうと原子力機構の社会における信頼が著しく損なわれてしまいます。原子力機構はこれらの情報

を保護するため様々な防護措置を講じていますが、残念ながら情報セキュリティの世界においては

「100%の安全」は存在しません。実際に毎日、原子力機構の情報インフラは外部から攻撃を受けていま

す。原子力機構の情報インフラを利用する際は学生の皆様も十分にこの点について意識し、行動して欲

しいと思います。原子力機構のイントラネットに職員等に実施してきた情報セキュリティ教育に係る

学生との良好な関係 

Safety
•安全かどうか意
識して確認する。

Security
•セキュリティが
担保されている
かどうか意識し
て確認する。

Sincerity
•意識して誠実に
対応する。

日々のコミュ

ニケーション

が大事！ 
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教材 4が掲載されていますので目を通してください。 

 

１-４ 緊急時の連絡体制 

  緊急時には参考資料に従って通報し、必要な措置（人命救助など）を講じてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 http://cnet-guide.jaea.go.jp/index.php/ja/security-kyoiku-information 
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参考資料 
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第２章 学生実習生 

 

２-１ 概要 

  学生実習生は広く原子力機構の業務について実習する身分として設置したものです。いつでも申込

可能なことから、また、手続が簡単なことから受入身分の中で最も簡便に利用できるものとなってい

ます。1事業年度内であればいつでも受入可能です。複数年契約はできません。 

 

２-２ 申込資格 

学校教育法で設置されている学校に在籍している方のうち、下記の要件のいずれかを満たす方に申

込資格があります。 

（１）国内の高等専門学校の本科又は準学士課程の 4・5年生、並びに専攻科又は学士課程に在学若

しくは在学が見込まれる方。 

（２）国内の大学院（博士前期課程、博士後期課程、一貫制博士課程、修士課程）又は専門職大学院

に在学、若しくは在学が見込まれる方。 

（３）国内の大学院博士後期課程修了又は修了に必要な単位を取得したあとに退学し、継続して大学

院の研究生として在籍している方。 

 

２-３ 出欠管理 

  実習は原則として月曜日から金曜日までの受入拠点の標準的な就業時間内に実施するものとし、こ

のうち正午から午後 1時までを休憩時間とします。学生の皆様は所定の様式により出欠を記録してく

ださい。 

 

２-４ 旅行及び旅費 

原則として学生実習生の旅行は認めていません 5。 

 

２-５ 宿舎及び食事 

原子力機構の宿舎を職員と同じ料金で利用することができます。一般的に宿舎にはカーテン、寝具

類、家具類、電話、調理器具などの生活用品は備え付けられていませんので必要に応じて持参してく

ださい。宿舎によって食堂が設置されています。 

  宿舎の使用料金及び食堂の食事代については次のモデルケースを参考としてください。 

・真砂寮  宿泊：1泊当たり約 400円 

         食事：1食当たり約 200円～300円 

                                                   
5 大学連携ネットワーク（ＪＮＥＮ）活動で受け入れる学生は除きます。 
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２-６ 受入れに係る事務処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-７ 提出書類・手続 

  提出書類の一覧は参考資料１のとおりです。各種の様式及びその記入例は原子力人材育成センター

のホームページ 6に掲載してあります。 

 

２-７-１ 受入前 

  受入申込書を提出する前に可能な限り希望受入部署に受入内容（期間、実習内容など）について相

談してください。 

受入申込には次の書類を学生及び派遣元が作成し、希望受入開始日より 30日以前 に希望受入部署

に提出してください 7。放射線作業や特殊作業（特定化学物質、放射線、有機溶剤、レーザーなど）

に従事するに当たり必要な書類は特に日にちに余裕をもって提出してください。 

 

受入申込には次の書類が必要です。 

 

  （１）学生実習生受入申込書（様式１）（全員） 

  （２）学生実習生身上調書（様式２）（全員） 

 （３）宿舎貸与申請書（様式３）（該当者） 

 （４）学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険加入証明書（様式４）（全員） 

 （５）ビジットプロポーザル（様式５）（外国籍の方） 

 （６）放射線管理手帳又は被ばく歴等証明書（様式６）（該当者） 

（７）特殊健康診断結果証明書（該当者） 

 

 

                                                   
6 http://nutec.jaea.go.jp/index.php 
7 30日以前に提出できない場合は受入部署に連絡してください。 

○希望受入部署に受入内容（期間、実習内容など）について相談し、学生実習生受入申込

書などの申込書類一式を希望受入部署に提出。 派遣元 

○受入が決定したら学生及び派遣元に対して受入通知書を発送。 大学ＴＭ 
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  以下は提出書類の補足説明です。 

 

（１）学生実習生受入申込書（様式１） 

派遣元責任者の押印は職印以外のものは認めていません。 

（２）学生実習生身上調書（様式２） 

証明写真（縦 4.5cm×横 3.5cm）は上半身脱帽で 6か月以内に証明写真機又は写真店で撮

影したものを標準としますが、デジタルカメラで撮影し、光沢紙又は写真用紙に高品位印刷

したものは認めています。 

（３）宿舎貸与申請書（様式３） 

宿舎を使用したい場合は提出する必要があります。受入期間が短い場合は宿舎を貸与しな

い場合があります。入居開始日は受入開始日より 10日以前の日にちを、退去日は受入終了

日から 20日以内の日にちを設定することができます。 

（４）学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険加入証明書（様式４） 

学生実習生受入契約条項にあるとおり、特に定めがない限り公益財団法人日本国際教育支

援協会が提供している「学生教育研究災害傷害保険」（通称「学研災」及び「学研災付帯賠

償責任保険」（通称「学研賠」）に加入していることを条件として学生の皆様を受け入れてい

ます。そのほかの保険でも補償内容が同等であれば認めていますので、その場合は本章の末

尾に掲載している参考資料３を参考として保険加入証明書を作成し、提出してください。年

度初めなど事務処理又は保険加入のタイミングの都合などにより当該証明書を提出できない

場合は参考資料４を参考として書類を作成し、提出してください。 

 

◆必要な補償内容： 

 補償金額 備 考 

学研災 
加入していれば可。死亡保険金、医療

保険金などの補償額は問わない。 

・通学中等障害危険担保特

約を付加していることが望

ましい。 

学研賠Ｂコース 
対人賠償と対物賠償合わせて一事故に

つき 1億円以上。（免責金額 0円） 
 

 

（５）ビジットプロポーザル（様式５） 

原子力機構は核セキュリティの観点から外国籍の方の立入りを制限している場合がありま

す。ＶＰ施設分類が分類２又は分類３となっている施設に立ち入る場合はビジットプロポー

ザルを作成し、提出してください。ＶＰ施設分類は希望受入部署に確認してください。 
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（６）放射線管理手帳又は被ばく歴等証明書（様式６） 

放射線作業に従事するか希望受入部署に確認してください。従事する場合は電離放射線健

康診断を受診し、その結果証明書（受入開始日より過去 1年未満のもの）及び放射線管理手

帳又は被ばく歴等証明書（様式６）を作業に従事する前に日にちに余裕をもって希望受入部

署に提出してください。 

（７）特殊健康診断結果証明書（写し） 

特殊作業（特定化学物質、放射線、有機溶剤、レーザーほか）に従事するか希望受入部署

に確認し、適宜、必要な健康診断を受診してください。原子力機構は学生の皆様を対象とし

た健康診断は実施していませんので派遣元又は医療機関などで受診してください。特殊健康

診断結果証明書の写しは特殊作業に従事する前に日にちに余裕をもって希望受入部署に提出

してください。 

 

２-７-２ 受入中 

（１）学生実習生受入契約継承通知書（様式８）（継承後速やかに）： 

学生が転入又は編入したとき。 

（２）学生実習生受入期間変更願（様式９）（変更希望日より 30日以前）： 

受入期間を変更したいとき。 

（３）学生実習生登載事項変更届（様式１０）（その事実が発生した日から 10日以内）： 

受入書類に記載した内容に変更が生じたとき。 

（４）学生実習生受入契約解除申込書（様式１１）（契約解除希望日より 30日以前）：  

受入契約を解除したいとき。 

（５）学生受入に関する事象報告書（様式１２）（その事実が発生した日から 2日以内）： 

事件又は事故 8に遭った場合若しくは原子力機構などの物品を毀損した場合など。 

（６）出欠簿（様式１３） 

 

２-７-３ 受入終了後 

  受入終了日から 30日以内に学生実習生実習報告書（様式７）を提出してください。 

  

                                                   
8 事故は作業中の事故と交通事故のことを指します。 
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提出書類一覧 

 

様 式 対象者 提出時期 作成者 提出先 

＜申込時＞ 

学生実習生受入申込書 全員 

申込時 

派遣元 

受入部署 

学生実習生身上調書 全員 学生 

保険加入証明書 全員 派遣元 

宿舎貸与申請書 該当者 学生 

ビジットプロポーザル 外国籍の方 学生・派遣元 

＜受入決定後～受入前＞ 

放射線管理手帳又は 

被ばく歴等証明書 
該当者 

作業従事前 派遣元 

受入部署 

特殊健康診断結果証明書（写し） 作業従事前 
派遣元、 

医療機関等 

＜受入中＞ 

学生実習生受入契約継承通知書 該当者 速やかに （新）派遣元 

受入部署 

学生実習生受入期間変更願 該当者 30日以前 派遣元 

学生実習生登載事項変更届 該当者 10日以内 学生 

学生実習生受入契約解除申込書 該当者 30日以前 派遣元 

学生受入に関する事象報告書 該当者 2日以内 学生 

出欠簿 全員 毎日 学生 

＜受入終了後＞ 

学生実習生実習報告書 全員 30日以内 学生 受入部署 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考資料１ 
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学生実習生受入契約条項 

 

（学生の派遣） 

第１条 学生実習生となる学生が所属する学校の責任者（以下「派遣元責任者」という。）

は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）が送付す

る受入決定の通知に係る書面に基づき学生を派遣するものとする。 

（実習の実施） 

第２条 学生実習生は、原子力機構が定める実習テーマについて実習するものとする。 

（作業従事者登録） 

第３条 学生実習生は、放射線作業に従事する場合は放射線管理手帳又は被ばく歴等証明

書を、放射線、有機溶剤、特定化学物質、レーザーなどを取り扱う特殊作業に従事する場

合は特殊健康診断結果証明書の写しを作業に従事する前に受入部署の担当者（以下「受

入担当者」という。）に提出しなければならない。 

（施設の利用） 

第４条 学生実習生は、研究施設、設備、装置などを利用する場合は受入担当者又は受入

担当者が指名する者の使用許可を得た上で、その指示に従わなければならない。 

２ 学生実習生は、宿舎、食堂、図書館などを利用する場合は施設主管課室の指示に従わ

なければならない。 

（実習報告書の提出） 

第５条 学生実習生は、受入終了日から 30日以内に第２条の実習に係る報告書を所定の様

式により作成し、提出しなければならない。 

（実習内容の発表） 

第６条 学生実習生は、第２条の実習の内容及びその結果として得られた成果などについ

て原子力機構の外部で発表する場合はあらかじめ所定の手続を行わなければならない。 

（知的財産権） 

第７条 学生実習生が第２条の実習により発明し、又は考案した知的財産権の取扱いは、原

子力機構の職員に対する定めを適用し、その一切に係る権利を原子力機構に継承する。 

（禁止行為） 

第８条 学生実習生は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

（１）原子力機構の信用を傷つけ、又は利益を害すること。（信用を失墜させるおそれのあ

る事柄についてインターネット上で公開する行為を含む。） 

（２）原子力機構の秘密を漏らすこと。 

（３）原子力機構の秩序又は規律を混乱させること。 

２ 学生実習生は、前項第２号の秘密漏えいを防止するため、原子力機構の文書管理規程、

秘密文書取扱規程、情報セキュリティ管理規程などを理解し、遵守しなければならない。 

参考資料２ 



第２章 学生実習生 

16 
 

（損害賠償） 

第９条 原子力機構は、学生実習生が関係する事件若しくは事故又は学生実習生が前条に

掲げる禁止行為を行ったことにより原子力機構が損害を受けた場合は学生実習生若しく

は派遣元責任者又は双方に対して、損害の一部又は全部について賠償を求めることがで

きるものとする。 

（保険加入） 

第１０条 学生実習生は、万が一の傷病や病気又は損害賠償に備えて次のいずれかの保険

に加入しなければならない。 

（１）公益財団法人日本国際教育支援協会の学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠

償責任保険 

（２）原子力機構が認める前号と補償内容が同等の保険 

（事象の報告） 

第１１条 学生実習生は、原子力機構の物品又は不動産を損壊などした場合、並びに事故、

事件、災害等の発生により傷病に至った場合は当該事象に至った経緯などについて、当

該事象が発生した日から 2 日以内に所定の様式により受入担当者に報告しなければなら

ない。 

（安全衛生） 

第１２条 学生実習生は、原子力機構の安全、衛生、保安などに関する定めを理解し、遵守

しなければならない。 

（旅費の支給） 

第１３条 原子力機構は、特に必要と認めた場合に限り学生実習生を旅行させることがで

きるものとし、その場合の旅費は原子力機構の規程に基づき支給するものとする。 

２ 原子力機構は、学生実習生が第１８条に規定する受入契約の解除に該当した場合、又は

私用のために旅行したと判断される場合は学生実習生に対して支給した旅費の返還を求

めることができるものとする。 

（休日） 

第１４条 原子力機構は、土日祝日、年末年始及びその他原子力機構が定める休日について

は原則として実習を行わないものとする。ただし、受入担当者が常時同行する場合はこ

の限りでない。 

（出欠管理） 

第１５条 学生実習生は、所定の様式により出欠を記録しなければならない。 

（契約の変更） 

第１６条 派遣元責任者は、原子力機構と協議の上、学生実習生受入契約を変更することが

できるものとする。 

２ 派遣元責任者は、前項の協議の結果、学生実習生受入契約を変更することとなった場合

は事前に所定の様式により原子力機構に申請しなければならない。 
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（登載事項の変更） 

第１７条 学生実習生は、前条の契約変更によらない住所その他受入れ手続上必要な事項

に変更が生じた場合は速やかに所定の様式により届け出なければならない。 

（受入契約の解除及び存続事項） 

第１８条 原子力機構は、学生実習生が派遣元の身分を失った場合は学生実習生受入契約

が解除されたものとみなす。 

２ 原子力機構は、次の各号のいずれかに該当する場合は受入契約を解除することができ

るものとする。 

（１）派遣元が学生実習生の教育指導を行わなくなったとき。 

（２）学生実習生が第２条の実習を実施しないとき、又は実施しないことが見込まれると

き。 

（３）第２条の実習テーマについて原子力機構が業務として行わないこととなったとき。 

（４）学生実習生又は派遣元責任者が本受入契約条項に違反したとき。 

３ 学生実習生受入契約が終了し、又は解除した場合においても、第８条及び第９条の効力

は存続するものとする。 

（疑義の解決） 

第１９条 この契約条項について又はこの契約条項に定めのない事項について疑義が生じ

た場合は原子力機構並びに学生実習生及び派遣元責任者が協議して解決するものとする。 
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平成 年 月 日 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 原子力人材育成センター長 沢井 友次 殿 

 

                         ○○大学大学院 

                    ○○工学研究科長 ○○ ○○ ㊞ 

 

  保険加入証明書 

 

下記のとおり、貴機構が指定する保険と補償内容が同等の保険に加入していることを証

明します。 

  

  記 

 

１．学生氏名：○○ ○○ 

２．受入期間：平成 年 月 日～平成 年 月 日 

３．付保期間：平成 年 月 日～平成 年 月 日 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考資料３ 
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平成 年 月 日 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 原子力人材育成センター長 沢井 友次 殿 

 

                         ○○大学大学院 

                    ○○工学研究科長 ○○ ○○ ㊞ 

 

  保険加入証明書の提出期限の猶予について（お願い） 

 

下記の学生の保険加入証明書は事務処理の都合により期限までに提出することができま

せん。受入期間中に学生の瑕疵により生じた一切の事故及び事件については本校が責任を

もって誠実に対応しますので善処願います。保険加入証明書は発行でき次第、提出します。 

 

記 

 

１．学生氏名：○○ ○○ 

２．受入期間：平成 年 月 日～平成 年 月 日 

 

以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考資料４ 
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第３章 夏期休暇実習生 

 

３-１ 概要 

夏期休暇実習生は学生の皆様が夏季休暇期間を活用して体験就業できる制度であり、毎年 5 月上旬

に公募して受入者を決定しています。原子力機構は夏期休暇実習を通じてほかの大学などとの繋がり

ができ、相互の活発な連携協力が生まれることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜夏期休暇実習生決定までの流れ（概要）＞ 

 

３-２ 応募資格 

学校教育法に基づき設置されている大学、大学院及び高等専門学校に所属している方で以下の要件

を満たす方に応募資格があります。 

（１）国内の大学に在学する方。 

（２）国内の高等専門学校の本科、準学士課程の 4・5年生及び専攻科又は学士課程に在学する

方。 

（３）国内の大学院（博士前期課程、博士後期課程、一貫制博士課程、修士課程又は専門職課程）

に在学する方。 

（４）国内の大学院博士後期課程修了又は修了に必要な単位を取得したあとに退学し、継続して大

学院の研究生として在籍する方。 

（５）受入開始日までに上記に該当する見込みがある方。 

 

各部等が原子力人材育成センターへ実習テーマを提出

5月頃に原子力機構のホームページ、ダイレクトメ
ール、学会誌などを通じて公募

各部等が受入可否を判定

原子力人材育成センターがすべての応募者を

受け入れられるよう調整。

夏期休暇実習生が決定
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３-３ 出欠管理 

  実習は原則として月曜日から金曜日までの受入拠点の標準的な就業時間内に実施するものとし、こ

のうち正午から午後 1時までを休憩時間とします。学生の皆様は所定の様式により出欠を記録してく

ださい。 

 

３-４ 旅行及び旅費 

 

３-４-１ 旅費の支給 

受入開始時及び受入終了時における所属キャンパス－受入拠点間の往復交通費（1回分）を原子力機

構の規程に基づき支給します。一つの実習テーマについて受入期間を複数回に分けて受け入れた場合

でも支給する往復交通費は 1回分です。 

 

３-４-２ 交通及び注意事項 

次の点に注意してください。 

（１）領収書及びそれに類するもの、航空券の半券などは必ず保管し、受入部署に提出してくださ

い。領収書の宛名は「日本原子力研究開発機構」としてください。 

（２）受入拠点の最寄り駅からは原子力機構のバスを、それがない場合は公共のバスを利用してく

ださい。タクシーは次の場合に限り利用することができます。 

①バスなどの公共交通機関がなく、社会通念上タクシーを利用することが一般的である場

合 

②暴風雨、積雪などによりタクシー以外の交通手段がない場合 

（３）基本的に鉄道を利用してください。次の場合は航空機を利用することができます。航空機を

使用したい場合は必ず受入部署に許可を得てください。 

    ①鉄道と比較して航空機を利用した方が安価な場合 

    ②航空機を利用することにより旅費の総額が安価となる場合 

    ③航空機以外の移動手段によると 4時間程度以上を要する場合 

（４）注意事項 

      ＜鉄道＞ 

       ・特急は片道 100㎞以上の路程に限り利用することができます。 

       ・急行は片道 50㎞以上の路程に限り利用することができます。 

       ・特急及び急行の指定席料金は片道 100㎞以上の路程に限り支給します。 

      ＜航空機＞ 

       ・できるだけ早割などの割引切符を購入してください。 
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       ・マイレージは取得しないでください。 

 

３-５ 宿舎 

原子力機構の宿舎を職員と同じ料金で利用することができます。一般的に宿舎にはカーテン、寝具

類、家具類、電話、調理器具などの生活用品は備え付けられていませんので必要に応じて持参してく

ださい。宿舎によって食堂が設置されています。宿舎が満室の場合や受入拠点に宿舎がない場合はホ

テルなどを貸与する場合があります。 

  宿舎の使用料金及び食堂の食事代については次のモデルケースを参考としてください。 

   ・真砂寮  宿泊：1泊当たり約 400円 

         食事：1食当たり約 200円～300円 
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３-６ 受入れに係る事務処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-７ 提出書類・手続 

  提出書類及びその記入方法については原子力機構のホームページ 9に掲載している募集要項を参照

してください。 

 

３-８ 修了証明書 

就職活動などにおいて役立てることができるよう、平成 25年度から夏期休暇実習に参加したすべ

ての学生に修了証明書を発行しています（参考資料２）。 

 

  

                                                   
9 http://www.jaea.go.jp/saiyou/internship/ 

○5月上旬に原子力機構のホームページへの掲載、大学などへのダイレクトメール送付な

どを通じて募集を開始。 
大学ＴＭ 

○夏期休暇実習生受入申込書などの書類一式を大学ＴＭへ提出。 派遣元 

○希望受入部署と受入可否について調整。 

○受入が決定したら学生及び派遣元に対して受入通知書を発送。 

大学ＴＭ 

大学ＴＭ 
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平成 年度夏期休暇実習生受入契約条項 

 

（実習の実施） 

第１条 夏期休暇実習生（以下「乙」という。）は、学校教育法（昭和 22年法律第 26

号）に規定する大学、大学院及び高等専門学校の 4年生以上に在学又は在籍し、国立研

究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「甲」という。）の学生実習制度に準じて甲

と契約して実習テーマ及び受入期間において実習するものとする。なお、受入期間は、

平成 年 月 日から平成 年 月 日までの間で、適切な期間を定めるものとする。 

（作業従事者登録） 

第２条 乙は、放射線作業に従事する場合、放射線管理手帳又は被ばく歴等証明書を、ま

た、本受入契約条項とは別に定める特殊作業に従事する場合は特殊健康診断証明書を作

業従事前に受入部署の長に提示しなければならない。 

（施設の利用） 

第３条 乙は、受入期間中、甲の施設等を次の各号に従って利用することができるものと

する。 

（１）乙は、研究施設、設備、装置等を利用する場合、受入部署の長又はその者が指名

する者の許可を得るとともに、使用に当たってはその指示に従うこと。 

（２）乙は、宿舎、食堂、図書館等を使用する場合、施設主管課室の指示に従うこと。 

（実習報告書の提出） 

第４条 乙は、受入終了日から起算して 14日以内に第１条に規定する実習に係る報告書

を甲の所定の様式に基づき作成し、提出しなければならない。 

（実習内容の発表） 

第５条 乙は、実習の内容及びその結果得られた成果等を発表する場合、あらかじめ甲に

おける所定の手続を行わなければならない。 

（特許権等） 

第６条 乙は、第１条に規定する実習を行うことにより発明又は考案した場合、当該発明

又は考案に関わる権利を甲に継承するものとし、甲の職員に対する定めを乙について準

用するものとする。 

（禁止行為） 

第７条 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

参考資料１ 
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（１）甲の信用を傷つけ、又は利益を害すること。（信用を失墜させるおそれのある事柄

についてインターネット上で公開する行為も含む。） 

（２）甲の秘密を漏らすこと。 

（３）甲の秩序又は規律を混乱させること。 

２ 前項第２号の秘密漏えいを防止するため、乙は、甲の文書管理規程、秘密文書取扱規

程及び情報セキュリティ管理規程等を理解し、遵守しなければならない。 

（損害賠償） 

第８条 乙が関係する事件、事故等において故意又は重大な過失により甲に損害を及ぼし

た場合、甲は、乙若しくは派遣元の責任者又は双方に対して、損害の一部又は全部につ

いて賠償を求めることができるものとする。 

２ 乙が前条の禁止行為等を行い、甲に損害を及ぼした場合は、甲は乙に対しその損害の

全部について賠償を求めることができるものとする。 

（災害の補償） 

第９条 乙が第１条の受入期間中に受けた負傷、疾病等の災害について、甲は補償しない

ものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により災害を受けた場合は、その取扱い

について、甲、乙及び乙の派遣元責任者の間で協議するものとする。 

２ 乙は第１条の受入期間中の乙の負傷、疾病等の災害及び損害賠償に備え、以下のいず

れかの保険に加入しなければならない。 

（１）公益財団法人日本国際教育支援協会の学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯

賠償責任保険 

（２）甲が認める前号と同等の保険 

（事象の報告） 

第１０条 乙は、第８条及び第９条に関係する事故、事件、災害等の事象が生じた場合

は、当該事象に至った経緯等について、遅滞なく、受入部署の長を通じて、原子力人材

育成センター長に報告しなければならない。 

（安全衛生） 

第１１条 乙は、甲の安全、衛生、保安等に関する定めを理解し、遵守しなければならな

い。 

（旅費の支給） 

第１２条 甲は、次の各号に掲げる事由につき乙を旅行させ、甲の規定に基づき旅費を支

給することができるものとする。 
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（１）乙が実習を開始するとき（受入開始時）及び実習を終了するとき（受入終了時）。 

（２）第１条に規定する実習テーマの実施につき旅行が必要なとき。 

２ 乙が旅行するに当たって宿泊した方が経済的である場合、甲は、宿泊費を乙に支給す

ることができるものとする。 

３ 乙が第１７条に規定する受入契約の失効及び解除に該当し夏期休暇実習生の身分を失

った場合、又は私用のために旅行したと判断された場合、甲は、乙に対して支給した旅

費の返還を求めることができるものとする。 

（休日） 

第１３条 土日祝日及びその他甲が定める休日は原則として休日とする。ただし、受入部

署の長又はその者が指名した者が常時随伴する場合、乙は、休日であっても実習するこ

とができるものとする。 

（出欠管理） 

第１４条 乙は、毎日、甲の所定の様式により出欠等を記録し、受入部署の長に報告しな

ければならない。 

（契約の変更） 

第１５条 甲及び派遣元の学校は、協議の上、第１条に規定する受入期間及び派遣元責任

者を変更することができるものとする。 

２ 前項の協議の結果、受入期間及び派遣元責任者を変更することとなった場合、乙は、

所定の様式により甲に事前に申請しなければならない。 

（登載事項の変更） 

第１６条 乙は、前条の契約変更に関わらない住所及びその他受入手続上必要な事項に変

更が生じた場合は、遅滞なく、甲の所定の様式により甲に届け出なければならない。 

（受入契約の解除及び存続事項） 

第１７条 乙が派遣元の学校の身分を失った場合、受入契約は解除されたものとみなす。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合、甲は、受入契約を解除することができるものと

する。 

（１）派遣元の学校が乙の教育指導を行わなくなったとき。 

（２）乙が、第１条に規定する実習を実施しないとき、又は実施しないことが見込まれ

るとき。 

（３）第１条に規定する実習テーマにつき甲が業務として行わないこととなったとき。 

（４）乙が受入契約条項に違反したとき。 



第３章 夏期休暇実習生 

27 
 

３ 受入契約終了及び解除後においても、第７条及び第８条の効力は存続するものとす

る。 

（疑義の解決） 

第１８条 この契約条項について、又はこの契約条項に定めのない事項について疑義が生

じた場合、甲、乙及び乙の派遣元責任者で協議の上、解決するものとする。 
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参考資料２ 
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第４章 連携大学院方式による学生研究生 

 

４-１ 概要 

連携大学院方式による学生研究生（以下「学生研究生」という。）は、原子力機構が大学教育に積極

的に関与することにより大学院における原子力に係る教育及び研究をより実践的、かつ高度なものと

するための助力となるべく設置した身分です。 

学生研究生の受入れに先立ち、原子力機構は大学からの依頼に基づいて大学院と教育研究への協力

に係る協定などを締結します。そのあと、原子力機構の職員は協定などに基づいて大学院から正式な教

員の身分を付与されます。大学院の正式な教員となった原子力機構の職員（以下「連携教員」という。）

は大学院で講義をしたり、原子力機構の研究施設で教育・研究指導したりします 10。連携大学院方式を

採用することで学生の皆様は学位を取得することができます。 

  本マニュアルは協定などの締結方法について言及していませんので、詳細は大学ＴＭへ問い合わせ

てください。協定などを締結している大学院は参考資料４のとおりです。 

 

４-２ 申込資格 

  原子力機構と連携大学院方式による教育研究への協力に係る協定などを締結している大学院の学生

のうち、次の要件のすべてを満たす方に申込資格があります。 

（１）原子力機構と教育研究に係る協定又は包括協定下の覚書を締結している大学院及び専門職大

学院に在学している方又は在学が見込まれる方。 

（２）大学の正式な教員の資格を持つ原子力機構の職員（連携教員）の下で学位取得のため教育・研

究の指導を受ける方。 

 

４-３ 出欠管理 

  研究は原則として月曜日から金曜日までの受入拠点の標準的な就業時間内に実施するものとし、こ

のうち正午から午後 1時までを休憩時間とします。学生の皆様は所定の様式により出欠を記録してく

ださい。 

 

４-４ 旅行及び旅費 

 

４-４-１ 旅費の支給 

原子力機構の規程に基づいて次の旅費を支給します。 

（１）受入開始時及び受入終了時に所属キャンパスと受入拠点間の移動が必要なときの往復交通費 

                                                   
10 参考資料３を参照してください。 
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（２）教育を受けるために派遣元の大学院に出向く必要があるときの往復交通費 11 

 

４-４-２ 交通及び注意事項 

次の点に注意してください。 

（１）領収書及びそれに類するもの、航空券の半券などは必ず保管し、受入部署に提出してくださ

い。領収書の宛名は「日本原子力研究開発機構」としてください。 

（２）受入拠点の最寄り駅からは原子力機構のバスを、それがない場合は公共のバスを利用してく

ださい。タクシーは次の場合に限り利用することができます。 

①バスなどの公共交通機関がなく、社会通念上タクシーを利用することが一般的である場

合 

②暴風雨、積雪などによりタクシー以外の交通手段がない場合 

（３）基本的に鉄道を利用してください。次の場合は航空機を利用することができます。航空機を

使用したい場合は必ず受入部署に許可を得てください。 

    ①鉄道と比較して航空機を利用した方が安価な場合 

    ②航空機を利用することにより旅費の総額が安価となる場合 

    ③航空機以外の移動手段によると 4時間程度以上を要する場合 

（４）注意事項 

      ＜鉄道＞ 

       ・特急は片道 100㎞以上の路程に限り利用することができます。 

       ・急行は片道 50㎞以上の路程に限り利用することができます。 

       ・特急及び急行の指定席料金は片道 100㎞以上の路程に限り支給します。 

      ＜航空機＞ 

       ・できるだけ早割などの割引切符を購入してください。 

       ・マイレージは取得しないでください。 

 

４-５ 宿舎 

原子力機構の宿舎を職員と同じ料金で利用することができます。一般的に宿舎にはカーテン、寝具

類、家具類、電話、調理器具などの生活用品は備え付けられていませんので必要に応じて持参してく

ださい。宿舎によって食堂が設置されています。宿舎が満室の場合や受入拠点に宿舎がない場合はホ

テルなどを貸与する場合があります。 

                                                   
11 受入期間が 90日未満の場合は支給しません。受入期間が 90日以上 180日未満の方については 1回分

を支給します。受入期間が 180日以上の場合は 2回分を支給します。受入開始日が平成 27年 12月以前

の方の場合は受入期間中に 1事業年度内当たり 2回分を支給します。 
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  宿舎の使用料金及び食堂の食事代については次のモデルケースを参考としてください。 

   ・真砂寮  宿泊：1泊当たり約 400円 

         食事：1食当たり約 200円～300円 
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４-６ 受入れに係る事務処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

４-７ 提出書類・手続 

  提出書類の一覧は参考資料１のとおりです。各種の様式及びその記入例は原子力人材育成センター

のホームページ 12に掲載してあります。 

 

４-７-１ 受入前 

  受入申込書を提出する前に可能な限り連携教員と受入内容（期間、実習内容など）について相談し

てください。 

受入申込には次の書類を学生及び派遣元が作成し、希望受入開始日より 30日以前 に連携教員に提

出してください 13。放射線作業や特殊作業（特定化学物質、放射線、有機溶剤、レーザーなど）に従

事するに当たり必要な書類は特に日にちに余裕をもって提出してください。 

 

受入申込には次の書類が必要です。 

 

  （１）学生研究生受入申込書（様式１）（全員） 

  （２）学生研究生身上調書（様式２）（全員） 

 （３）宿舎貸与申請書（様式３）（該当者） 

 （４）学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険加入証明書（様式４）（全員） 

 （５）ビジットプロポーザル（様式５）（外国籍の方） 

 （６）放射線管理手帳又は被ばく歴等証明書（様式６）（該当者） 

（７）特殊健康診断結果証明書（該当者） 

 

  以下は提出書類の補足説明です。 

                                                   
12 http://nutec.jaea.go.jp/index.php 
13 30 日以前に提出できない場合は連携教員に連絡してください。 

○連携教員と受入内容（期間、実習内容など）について相談し、学生研究生受入申込書な

どの申込書類一式を連携教員に提出。  
派遣元 

○受入が決定したら学生及び派遣元に対して受入通知書を発送。 大学ＴＭ 
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（１）学生研究生受入申込書（様式１） 

派遣元責任者の押印は職印以外のものは認めていません。 

（２）学生研究生身上調書（様式２） 

証明写真（縦 4.5cm×横 3.5cm）は上半身脱帽で 6か月以内に証明写真機又は写真店で撮

影したものを標準としますが、デジタルカメラで撮影し、光沢紙又は写真用紙に高品位印刷

したものは認めています。 

（３）宿舎貸与申請書（様式３） 

宿舎を使用したい場合は提出する必要があります。受入期間が短い場合は宿舎を貸与しな

い場合があります。入居開始日は受入開始日より 10日以前の日にちを、退去日は受入終了

日から 20日以内の日にちを設定することができます。 

（４）学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険加入証明書（様式４） 

学生実習生受入契約条項にあるとおり、特に定めがない限り公益財団法人日本国際教育支

援協会が提供している「学生教育研究災害傷害保険」（通称「学研災」及び「学研災付帯賠

償責任保険」（通称「学研賠」）に加入していることを条件として学生の皆様を受け入れてい

ます。そのほかの保険でも補償内容が同等であれば認めていますので、その場合は本章の末

尾に掲載している参考資料５を参考として保険加入証明書を作成し、提出してください。年

度初めなど事務処理又は保険加入のタイミングの都合などにより当該証明書を提出できない

場合は参考資料６を参考として書類を作成し、提出してください。 

 

◆必要な補償内容： 

 補償金額 備 考 

学研災 
加入していれば可。死亡保険金、医療

保険金などの補償額は問わない。 

・通学中等障害危険担保特

約を付加していることが望

ましい。 

学研賠Ａコース 
対人賠償と対物賠償合わせて一事故に

つき 1億円以上。（免責金額 0円） 
・Ｂコースは不可。 

 

（５）ビジットプロポーザル（様式５） 

原子力機構は核セキュリティの観点から外国籍の方の立入りを制限している場合がありま

す。ＶＰ施設分類が分類２又は分類３となっている施設に立ち入る場合はビジットプロポー

ザルを作成し、提出してください。ＶＰ施設分類は連携教員に確認してください。 

（６）放射線管理手帳又は被ばく歴等証明書（様式６） 

放射線作業に従事するか希望受入部署に確認してください。従事する場合は電離放射線健
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康診断を受診し、その結果証明書（受入開始日より過去 1年未満のもの）及び放射線管理手

帳又は被ばく歴等証明書（様式６）を作業に従事する前に日にちに余裕をもって希望受入部

署に提出してください。 

（７）特殊健康診断結果証明書（写し） 

特殊作業（特定化学物質、放射線、有機溶剤、レーザーほか）に従事するか希望受入部署

に確認し、適宜、必要な健康診断を受診してください。原子力機構は学生の皆様を対象とし

た健康診断は実施していませんので派遣元又は医療機関などで受診してください。特殊健康

診断結果証明書の写しは特殊作業に従事する前に日にちに余裕をもって希望受入部署に提出

してください。 

 

４-７-２ 受入中 

（１）学生研究生受入契約継承通知書（様式８）（継承後速やかに）： 

学生が転入又は編入したとき。 

（２）学生研究生受入期間変更願（様式９）（変更希望日より 30日以前）： 

受入期間を変更したいとき。 

（３）学生研究生登載事項変更届（様式１０）（その事実が発生した日から 10日以内）： 

受入書類に記載した内容に変更が生じたとき。 

（４）学生研究生受入契約解除申込書（様式１１）（契約解除希望日より 30日以前）：  

受入契約を解除したいとき。 

（５）学生受入に関する事象報告書（様式１２）（その事実が発生した日から 2日以内）： 

事件又は事故 14に遭った場合若しくは原子力機構などの物品を毀損した場合など。 

（６）出欠簿（様式１３） 

 

４-７-３ 受入終了後 

  受入終了日から 30日以内に学生研究生研究成果報告書（様式７）を提出してください。 

  

                                                   
14 事故は作業中の事故と交通事故のことを指します。 
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提出書類一覧 

 

様 式 対象者 提出時期 作成者 提出先 

＜申込時＞ 

学生研究生受入申込書 全員 

申込時 

派遣元 

連携教員 

学生研究生身上調書 全員 学生 

保険加入証明書 全員 派遣元 

宿舎貸与申請書 該当者 学生 

ビジットプロポーザル 外国籍の方 学生・派遣元 

＜受入決定後～受入前＞ 

放射線管理手帳又は 

被ばく歴等証明書 
該当者 

作業従事前 派遣元 

連携教員 

特殊健康診断結果証明書（写し） 作業従事前 
派遣元・ 

医療機関等 

＜受入中＞ 

学生研究生受入契約継承通知書 該当者 速やかに （新）派遣元 

連携教員 

学生研究生受入期間変更願 該当者 30日以前 派遣元 

学生研究生登載事項変更届 該当者 10日以内 学生 

学生研究生受入契約解除申込書 該当者 30日以前 派遣元 

学生受入に関する事象報告書 該当者 2日以内 学生 

出欠簿 全員 毎日 学生 

＜受入終了後＞ 

学生研究生研究成果報告書 全員 30日以内 学生 連携教員 

参考資料１ 
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連携大学院方式による学生研究生受入契約条項 

 

（学生の派遣） 

第１条 連携大学院方式による学生研究生（以下「学生研究生」という。）となる学生が

所属する学校の責任者（以下「派遣元責任者」という。）は国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）が送付する受入決定の通知に係る書面

に基づき学生を派遣するものとする。 

（研究の実施） 

第２条 学生研究生は、原子力機構が定める研究テーマについて研究するものとする。 

（連携教員） 

第３条 原子力機構は、教育研究に係る協定などに基づき派遣元から派遣元の教員の身分

を与えられた原子力機構の職員（以下「連携教員」という。）に第２条の研究を指導さ

せるものとする。 

（作業従事者登録） 

第４条 学生研究生は、放射線作業に従事する場合は放射線管理手帳又は被ばく歴等証明

書を、放射線、有機溶剤、特定化学物質、レーザーなどを取り扱う特殊作業に従事する

場合は特殊健康診断結果証明書の写しを作業に従事する前に連携教員に提出しなければ

ならない。 

２ 学生研究生は、受入期間が複数事業年度に及ぶ場合は翌事業年度分の当該書類を毎

年 3月 15日以前に提出しなければならない。 

（施設の利用） 

第５条 学生研究生は、研究施設、設備、装置などを利用する場合は連携教員の許可を得

た上で、その指示に従わなければならない。 

２ 学生研究生は、宿舎、食堂、図書館などを利用する場合は施設主管課室の指示に従

わなければならない。 

（研究成果報告書の提出） 

第６条 学生研究生は、受入終了日から 30日以内に第２条の研究に係る報告書を所定の

様式により作成し、提出しなければならない。 

（研究成果の発表） 

第７条 学生研究生は、第２条の研究の内容及びその結果として得られた成果等について

原子力機構の外部で発表する場合はあらかじめ所定の手続を行わなければならない。 

（知的財産権） 

第８条 学生研究生が第２条の研究により発明し、又は考案した知的財産権の取扱いは、

学生研究生、派遣元及び原子力機構との協議により決定する。 

（禁止行為） 

参考資料２ 
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第９条 学生研究生は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

（１）原子力機構の信用を傷つけ、又は利益を害すること。（信用を失墜させるおそれの

ある事柄についてインターネット上で公開する行為を含む。） 

（２）原子力機構の秘密を漏らすこと。 

（３）原子力機構の秩序又は規律を混乱させること。 

２ 学生研究生は、前項第２号の秘密漏えいを防止するため、原子力機構の文書管理規

程、秘密文書取扱規程及び情報セキュリティ管理規程等を理解し、遵守しなければなら

ない。 

（損害賠償） 

第１０条 原子力機構は、学生研究生が関係する事件若しくは事故又は学生研究生が前条

に掲げる禁止行為を行ったことにより原子力機構が損害を受けた場合は学生研究生若し

くは派遣元責任者又は双方に対して、損害の一部又は全部について賠償を求めることが

できるものとする。 

（保険加入） 

第１１条 学生研究生は、万が一の傷病及び損害賠償に備えて次のいずれかの保険に加入

しなければならない。 

（１）公益財団法人日本国際教育支援協会の学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯

賠償責任保険 

（２）原子力機構が認める前号と補償内容が同等の保険 

（事象の報告） 

第１２条 学生研究生は、原子力機構の物品又は不動産を損壊などした場合、並びに事

故、事件、災害等の発生により傷病に至った場合は当該事象に至った経緯等について、

当該事象が発生した日から 2日以内に所定の様式により連携教員に報告しなければなら

ない。 

（安全衛生） 

第１３条 学生研究生は、原子力機構の安全、衛生、保安などに関する定めを理解し、遵

守しなければならない。 

（旅費の支給） 

第１４条 原子力機構は、第２条の研究を行うために次の各号に掲げる事由につき学生研

究生を旅行させ、原子力機構の規程に基づき旅費を支給するものとする。 

（１）学生研究生が研究を開始するとき（受入開始時）及び研究を終了するとき（受入

終了時）。 

（２）学生研究生が教育を受けるために派遣元の大学院に出向く必要があるとき。ただ

し、受入期間に応じて旅費の支給は次のとおりとする。 

 イ．受入期間が 90 日未満の場合は支給しないものとする。 

 ロ．受入期間が 90 日以上 180日未満の場合は 1回分を支給するものとする。 
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 ハ．受入期間が 180 日以上の場合は 2回分を支給するものとする。 

（３）上記のほか、研究業務遂行に有効と原子力機構が認めるとき。 

２ 原子力機構は、宿泊した方が経済的である場合は宿泊料（日当は含まれない。）を学

生研究生に支給することができるものとする。 

３ 原子力機構は、学生研究生が第１９条に規定する受入契約の失効及び解除に該当し派

遣元の身分を失った場合、又は私用のために旅行したと判断される場合は学生研究生に

対して支給した旅費の返還を求めることができるものとする。 

（休日） 

第１５条 原子力機構は、土日祝日、年末年始及びその他原子力機構が定める休日につい

ては原則として研究を行わないものとする。ただし、連携教員が常時同行する場合はこ

の限りでない。 

（出欠管理） 

第１６条 学生研究生は、所定の様式により出欠を記録しなければならない。 

（契約の変更） 

第１７条 派遣元責任者は、原子力機構と協議の上、学生研究生受入契約を変更すること

ができるものとする。 

２ 派遣元責任者は、前項の協議の結果、学生研究生受入契約を変更することとなった場

合は事前に所定の様式により原子力機構に申請しなければならない。 

（登載事項の変更） 

第１８条 学生研究生は、前条の契約変更によらない住所その他受入れ手続上必要な事項

に変更が生じた場合は速やかに所定の様式により届け出なければならない。 
（受入契約の解除及び存続事項） 

第１９条 原子力機構は、学生研究生が派遣元の身分を失った場合は受入契約が解除され

たものとみなす。 

２ 原子力機構は、次の各号のいずれかに該当する場合は受入契約を解除することができ

るものとする。 

（１）派遣元が学生研究生の教育指導を行わなくなったとき。 

（２）学生研究生が第２条の研究を実施しないとき、又は実施しないことが見込まれる

とき。 

（３）第２条の研究テーマについて原子力機構が業務として行わないこととなったと

き。 

（４）学生研究生又は派遣元責任者が本受入契約条項に違反したとき。 

３ 学生研究生受入契約が終了し、又は解除された場合においても、第９条及び第１０条

の効力は存続するものとする。 

（疑義の解決） 

第２０条 この契約条項について、又はこの契約条項に定めのない事項について疑義が生
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じた場合は原子力機構並びに学生研究生、連携教員及び派遣元責任者が協議して解決する

ものとする。
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連携大学院方式の概念図 

 

参考資料３ 

大学 
原子力 

機構 ①協定等締結 

原子力 

機構職員 学生 

 

③教育・研究指導 

②客員教授等 

の身分を付与。 
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教育研究に係る協定又は包括協定下覚書を締結している大学院 

（平成 27年 11月 27日現在） 

 大学院名 研究科 

1 東京大学 工学系研究科 

2 筑波大学 全研究科 

3 東京工業大学 
理工学研究科 

総合理工学研究科 

4 東北大学 全研究科 

5 茨城大学 理工学研究科 

6 宇都宮大学 全研究科 

7 兵庫県立大学 全研究科 

8 群馬大学 
工学研究科 

医学系研究科 

9 岡山大学 

自然科学研究科 

環境学研究科 

保健学研究科 

10 京都産業大学 理学研究科 

11 金沢大学 自然科学研究科 

12 福井大学 工学研究科 

13 千葉大学 工学研究科 

14 関西学院大学 理工学研究科 

15 北海道大学 理学院 

16 同志社大学 生命医科学研究科 

17 東京都市大学 工学研究科 

18 長岡技術科学大学 工学研究科 

19 九州大学 総合理工学府 

20 大阪大学 工学研究科 

 

教育研究に係る包括協定下覚書を締結している大学 15 

（平成 27年 11月 27日現在） 

 大学名 学部 

1 茨城大学 理学部 

                                                   
15 原子力機構の職員が大学の教員として任命され研究指導を行うことから連携大学院方

式と同等とみなし、学部生を学生研究生に準じて受け入れています。 

参考資料４ 
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平成 年 月 日 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 原子力人材育成センター長 沢井 友次 殿 

 

○○大学大学院 

                    ○○工学研究科長 ○○ ○○ ㊞ 

 

  保険加入証明書 

 

下記のとおり、貴機構が指定する保険と補償内容が同等の保険に加入していることを

証明します。 

  

  記 

 

１．学生氏名：○○ ○○ 

２．受入期間：平成 年 月 日～平成 年 月 日 

３．付保期間：平成 年 月 日～平成 年 月 日 

 

以上

参考資料５ 
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平成 年 月 日 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 原子力人材育成センター長 沢井 友次 殿 

 

○○大学大学院 

                    ○○工学研究科長 ○○ ○○ ㊞ 

 

  保険加入証明書の提出期限の猶予について（お願い） 

 

下記の学生の保険加入証明書は事務処理の都合により期限までに提出することができ

ません。受入期間中に学生の瑕疵により生じた一切の事故及び事件については本校が責

任をもって誠実に対応しますので善処願います。保険加入証明書は発行でき次第、提出

します。 

 

記 

 

１．学生氏名：○○ ○○ 

２．受入期間：平成 年 月 日～平成 年 月 日 

 

以上 

  

参考資料６ 
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第５章 特別研究生 

 

５-１ 概要 

  原子力機構は特別研究生を毎年 11月頃に大学院生及び大学院の研究生を対象として公募し、その

応募者を公平かつ公正に審査して選抜しています。 

  特別研究生には自立した研究者として定められた研究を意欲的に遂行し、原子力機構の研究推進に

寄与することを求めています。原子力機構への貢献が大きいことから研究環境の整備やスキルアップ

などを目的として奨励金を支給しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特別研究生決定までの流れ（概要）＞ 

 

５-２ 応募資格 

  次の要件のいずれかを満たす方に応募資格があります。 

（１）受入年の 4月以降に国内の大学院（博士前期課程、博士後期課程、一貫制博士課程又は修士課  

程）に在学又は在学が見込まれる方。ただし、受入期間中に博士後期課程の在学期間が 5年を

超える方及び一貫制博士課程の在学期間が 7年を超える方は除く。 

（２）博士後期課程修了又は修了に必要な単位を取得後退学し、継続して大学院の研究生として在

籍している方。ただし、受入年の 4月 1日時点において博士後期課程単位取得退学後 2年以

内であること。 

 

５-３ 連携大学院方式による教育・研究指導 

  前年度に学生研究生だった方が翌年度に特別研究生になった場合でも連携大学院方式に基づき連携

教員が引き続いて教育・研究指導することができます 

各部等が原子力人材育成センターへ研究テーマを提出

11月頃に原子力機構のホームページ、ダイレク
トメール、学会誌などを通じて公募

各部等が受入可否を判定

原子力人材育成センターが審査

特別研究生が決定
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例）受入開始日が 6/28。 

月次休暇を 5日取得し、6

月は全く出席しない。 

例）受入終了日が 2/6。 

月次休暇を 4日取得し、2

月は全く出席しない。 

５-４ 月次休暇、出欠管理及び奨励金の支給 

毎月 5日の月次休暇を付与しています。前月に取得しなかった月次休暇を翌月に繰り越すことがで

き、最大 10日まで積み立てることができます。 

 

５-４-１ 月次休暇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のような休暇の取得方法は認めていません。このような場合は受入期間を変更してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５-４-２ 出欠管理 

実習は原則として月曜日から金曜日までの受入拠点の標準的な就業時間内に実施するものとし、こ

のうち正午から午後 1時までを休憩時間とします。やむを得ない事情により休日に活動した場合であ

っても振替休日や代休は付与しません。学生の皆様は所定の様式により出欠を記録してください。 

 

６月 

・６月分休暇取得可能

日数 8日 

（５月繰越分3日+6月

付与分 5日） 

５月 

・５月分休暇取得可能

日数 10日 

（４月繰越分 5日+5月

付与分 5日） 

・５月休暇取得 7日 

3日分繰越 ４月 

・４月分の休暇 

付与 5日 

・４月休暇取得 0日 

5日分繰越 

10日-7日 
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５-４-３ 奨励金 

  毎月 10万円の奨励金を支給しています 16。ただし、取得可能な休暇日数を超えて休暇を取得した

場合は日割計算により奨励金を減額して支給します。受入期間を短縮又は延長した場合も奨励金の支

給額を調整します。 

  奨励金の受給を辞退することもできます。その場合は所定の様式により届け出てください。特にほか

の機関の奨学金などを受給していてその制度がほかの奨学金などとの併給を禁止している場合は原則

として原子力機構の奨励金の受給を辞退してください。 

 

５-５ 旅行及び旅費 

 

５-５-１ 旅費の支給 

原子力機構の規程に基づいて次の旅費を支給します。 

（１）受入開始時及び受入終了時に所属キャンパスと受入拠点間の移動が必要なときの往復交通費 

（２）教育を受けるために派遣元の大学院に出向く必要があるときの往復交通費 17 

 

５-５-２ 交通及び注意事項 

次の点に注意してください。 

（１）領収書及びそれに類するもの、航空券の半券などは必ず保管し、受入部署に提出してくださ

い。領収書の宛名は「日本原子力研究開発機構」としてください。 

（２）受入拠点の最寄り駅からは原子力機構のバスを、それがない場合は公共のバスを利用してく

ださい。タクシーは次の場合に限り利用することができます。 

①バスなどの公共交通機関がなく、社会通念上タクシーを利用することが一般的である場

合 

②暴風雨、積雪などによりタクシー以外の交通手段がない場合 

（３）基本的に鉄道を利用してください。次の場合は航空機を利用することができます。航空機を

使用したい場合は必ず受入部署に許可を得てください。 

    ①鉄道と比較して航空機を利用した方が安価な場合 

    ②航空機を利用することにより旅費の総額が安価となる場合 

    ③航空機以外の移動手段によると 4時間程度以上を要する場合 

（４）注意事項 

                                                   
16 所得税、宿舎の使用料などを控除した額を、毎月 18日（当該日が休日の場合は直前の平日）に学生

の皆様の銀行などの指定口座に振り込みます。 
17 受入期間が 90日以上 180日未満の方については 1回分を支給します。受入期間が 180日以上の場合

は 2回分を支給します。 
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      ＜鉄道＞ 

       ・特急は片道 100㎞以上の路程に限り利用することができます。 

       ・急行は片道 50㎞以上の路程に限り利用することができます。 

       ・特急及び急行の指定席料金は片道 100㎞以上の路程に限り支給します。 

      ＜航空機＞ 

       ・できるだけ早割などの割引切符を購入してください。 

       ・マイレージは取得しないでください。 

 

５-６ 宿舎 

原子力機構の宿舎を職員と同じ料金で利用することができます。一般的に宿舎にはカーテン、寝具

類、家具類、電話、調理器具などの生活用品は備え付けられていませんので必要に応じて持参してく

ださい。宿舎によって食堂が設置されています。宿舎が満室の場合や受入拠点に宿舎がない場合はホ

テルなどを貸与する場合があります。 

  宿舎の使用料金及び食堂の食事代については次のモデルケースを参考としてください。 

   ・真砂寮  宿泊：1泊当たり約 400円 

         食事：1食当たり約 200円～300円 

 

５-７ 受入れに係る事務処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○11月頃に原子力機構のホームページへの掲載、大学などへのダイレクトメール送付など

を通じて募集を開始。 

○応募締切日までに特別研究生・審査受入申込書などの応募書類一式を大学ＴＭへ提出。 

○希望受入部署と協力して書類審査を実施。 

○受入が決定したら学生及び派遣元に対して受入通知書を発送。 

派遣元 

大学ＴＭ 

大学ＴＭ 

大学ＴＭ 
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５-８ 提出書類・手続 

  提出書類及びその記入方法については原子力機構のホームページ 18に掲載している募集要項を参照

してください。

                                                   
18 http://www.jaea.go.jp/saiyou/internship/ 
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特別研究生受入契約条項 

 

（学生の派遣） 

第１条 特別研究生となる学生が所属する学校の責任者（以下「派遣元責任者」とい

う。）は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）が

送付する受入決定の通知に係る書面に基づき学生を派遣するものとする。 

（研究の実施） 

第２条 特別研究生は、原子力機構が定める研究テーマについて研究するものとする。 

（連携教員） 

第３条 原子力機構は、派遣元と原子力機構が教育研究に係る協定などを締結し、その下

で連携大学院方式により特別研究生を受け入れる場合は派遣元から派遣元の教員の身分

を与えられた原子力機構の職員（以下「連携教員」という。）に第２条の研究を指導さ

せるものとする。 

（作業従事者登録） 

第４条 特別研究生は、放射線作業に従事する場合は放射線管理手帳又は被ばく歴等証明

書を、放射線、有機溶剤、特定化学物質、レーザーなどを取り扱う特殊作業に従事する

場合は特殊健康診断結果証明書の写しを作業に従事する前に受入部署の担当者（以下

「受入担当者」という。）又は連携教員に提出しなければならない。 

（施設の利用） 

第５条 特別研究生は、研究施設、設備、装置などを利用する場合は受入担当者又は連携

教員の許可を得た上で、その指示に従わなければならない。 

２ 特別研究生は、宿舎、食堂、図書館などを利用する場合は施設主管課室の指示に従わ

なければならない。 

（研究成果報告書の提出） 

第６条 特別研究生は、受入終了日から 30日以内に第２条の研究に係る報告書を所定の

様式により作成し、提出しなければならない。 

（研究成果の発表） 

第７条 特別研究生は、第２条の研究の内容及びその結果として得られた成果などについ

て原子力機構の外部で発表する場合はあらかじめ所定の手続を行わなければならない。 

（知的財産権） 

第８条 特別研究生が第２条の研究により発明し、又は考案した知的財産権の取扱いは、

原子力機構の職員に対する定めを適用し、その一切に係る権利を原子力機構に継承す

る。 

（禁止行為） 

第９条 特別研究生は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

参考資料 
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（１）原子力機構の信用を傷つけ、又は利益を害すること。（信用を失墜させるおそれの

ある事柄についてインターネット上で公開する行為を含む。） 

（２）原子力機構の秘密を漏らすこと。 

（３）原子力機構の秩序又は規律を混乱させること。 

２ 特別研究生は、前項第２号の秘密漏えいを防止するため、原子力機構の文書管理規

程、秘密文書取扱規程、情報セキュリティ管理規程などを理解し、遵守しなければなら

ない。 

（損害賠償） 

第１０条 原子力機構は、特別研究生が関係する事件若しくは事故又は特別研究生が前条

に掲げる禁止行為を行ったことにより原子力機構が損害を受けた場合は特別研究生若し

くは派遣元責任者又は双方に対して、損害の一部又は全部について賠償を求めることが

できるものとする。 

（保険加入） 

第１１条 特別研究生は、万が一の傷病及び損害賠償に備えて次のいずれかの保険に加入

しなければならない。 

（１）公益財団法人日本国際教育支援協会の学生教育研究災害傷害保険及び学研災付

帯賠償責任保険 

（２）原子力機構が認める前号と補償内容が同等の保険 

（事象の報告） 

第１２条 特別研究生は、原子力機構の物品又は不動産を損壊などした場合、並びに事

件、事故、災害などの発生により傷病に至った場合は当該事象に至った経緯などについ

て、当該事象が発生した日から 2日以内に所定の様式により受入担当者又は連携教員に

報告しなければならない。 

（安全衛生） 

第１３条 特別研究生は、原子力機構の安全、衛生、保安などに関する定めを理解し、遵

守しなければならない。 

（奨励金の支給） 

第１４条 原子力機構は、特別研究生に対して毎月 10万円（所得税などを含む。）の奨励

金を支給するものとする。ただし、原子力機構は、次に掲げる各号のいずれかに該当す

る場合は特別研究生に対して支給した奨励金の一部又は全部の返還を求めることができ

るものとする。 

（１）特別研究生が第２０条に規定する受入契約の解除に該当し、その身分を失ったと

き。 

（２）特別研究生が所定の休暇取得可能日数を超えて休暇を取得したとき。 

（３）特別研究生が、派遣元において大学院生から大学院の研究生になったとき。 

２ 特別研究生は、奨励金の受給を辞退する場合は受入通知に係る書面を受領したあと、
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速やかに所定の様式により原子力機構に届け出なければならない。 

（旅費の支給） 

第１５条 原子力機構は、第２条の研究を行うために次の各号に掲げる事由につき特別研

究生を旅行させ、原子力機構の規程に基づき旅費を支給するものとする。 

（１）特別研究生が研究を開始するとき（受入開始時）及び研究を終了するとき（受入

終了時）。 

（２）特別研究生が教育を受けるために派遣元に出向く必要があるとき。ただし、受入

期間に応じて旅費の支給は次のとおりとする。 

イ．受入期間が 180日未満の場合は 1回分を支給するものとする。 

ロ．受入期間が 180日以上の場合は 2回分を支給するものとする。 

（３）上記のほか、研究業務遂行に有効と原子力機構が認めるとき。 

２ 原子力機構は、宿泊した方が経済的である場合は宿泊料（日当は含まれない。）を特

別研究生に支給することができるものとする。 

３ 原子力機構は、特別研究生が第２０条に規定する受入契約の解除に該当した場合、又

は私用のために旅行したと判断される場合は特別研究生に対して支給した旅費の返還

を求めることができるものとする。 

（休日） 

第１６条 原子力機構は、土日祝日、年末年始及びその他原子力機構が定める休日につい

ては原則として研究を行わないものとする。ただし、受入担当者又は連携教員が常時同

行する場合はこの限りでない。 

（出欠管理） 

第１７条 特別研究生は、所定の様式により出欠を記録しなければならない。 

（契約の変更） 

第１８条 派遣元責任者は、原子力機構と協議の上、特別研究生受入契約を変更すること

ができるものとする。 

２ 派遣元責任者は、前項の協議の結果、特別研究生受入契約を変更することとなった場

合は事前に所定の様式により原子力機構に申請しなければならない。 

（登載事項の変更） 

第１９条 特別研究生は、前条の契約変更によらない住所その他受入れ手続上必要な事項

に変更が生じた場合は速やかに所定の様式により届け出なければならない。 

（受入契約の解除及び存続事項） 

第２０条 原子力機構は、特別研究生が派遣元の身分を失った場合は特別研究生受入契約

が解除されたものとみなす。 

２ 原子力機構は、次の各号のいずれかに該当する場合は受入契約を解除することができ

るものとする。 

（１）派遣元が特別研究生の教育指導を行わなくなったとき。 
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（２）特別研究生が第２条の研究を実施しないとき、又は実施しないことが見込まれる

とき。 

（３）第２条の研究テーマについて原子力機構が業務として行わないこととなったと

き。 

（４）特別研究生又は派遣元責任者が本受入契約条項に違反したとき。 

３ 特別研究生受入契約が終了し、又は解除された場合においても第９条及び第１０条の

効力は存続するものとする。 

（疑義の解決） 

第２１条 この契約条項について、又はこの契約条項に定めのない事項について

疑義が生じた場合は原子力機構並びに特別研究生及び派遣元責任者が協議して解

決するものとする。
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第６章 ＦＡＱ 

 

６-１ 学生受入全般 

 

Ｑ．  受入申込書類などの各種の様式はどこで入手することができますか？ 

 

Ａ． 原子力人材育成センターのホームページ 19に各種の様式及びその記入例を掲載しています。 

 

 

Ｑ． 複数年度に渡る受入れ（複数年契約）は可能ですか？ 

 

Ａ． 学生研究生のみ可能です。それ以外の身分（学生実習生、夏期休暇実習生、特別研究生）はでき

ません。 

 

 

Ｑ．  夏期休暇実習生、学生研究生及び特別研究生は所属キャンパス－受入拠点の間の旅費が支給され

ることとなっていますが、学会に参加したあとに学会の開催地から受入拠点に旅行した場合は、

その旅費の支給はどうなりますか？ 

 

Ａ． 学会の開催地からの方が所属キャンパスから旅行するよりも安価な場合に限り学会の開催地から

の旅費を支給します。安価でない場合は、旅費は一切支給しません。 

 

 

Ｑ．  受入終了後に友人に会ってから大学に戻っても良いですか？ 

 

Ａ． 原子力機構は学生受入制度に係る経費として旅費を支給していますので何ら関係のない私用によ

る旅行に対して旅費は支給しません。そのようなことが判明した場合は支給した旅費を返還して

もらいます。 

 

 

Ｑ． 旅費はどのように支払われますか？ 

 

Ａ．  学生の銀行などの口座に振り込みます。 

 

 

Ｑ．  宿舎は土日及び祝日でも入居できますか？ 

 

Ａ．  できます。ただし、いつごろ来訪するか寮の管理人に事前に伝えておいてください。 

 

 

 

                                                   
19 http://nutec.jaea.go.jp/university_cooperation.html 
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Ｑ． 学生も原子力機構の出退勤バスを利用できますか？ 

 

Ａ．  できます。 

 

 

Ｑ．   事故（作業中の事故あるいは交通事故）に遭った場合はどうすれば良いですか？ 

 

Ａ．  原子力機構が定める「緊急時における連絡系統図（学生用）」に従って通報するほか、必要な措

置（人命救助など）を講じてください。対応が一段落したら学生受入に関する事象報告書を作成

し、受入部署（又は連携教員）に提出してください。 

 

 

 

６-２ 夏期休暇実習生 

 

Ｑ． 受入期間を 10 月まで延長することはできますか？ 

 

Ａ． できません。10月以降は学生実習生としての受入れを検討してください。夏期休暇実習生の受入

期間が終了したあと大学に戻らずに学生実習生として残った場合は復路分の旅費は支給しませ

ん。 

 

 

Ｑ． 受入期間を複数回に分けた受入れは可能ですか？ 

 

Ａ． やむを得ない事情がある場合に限り可能です。旅費の支給回数は変わりません。 

 

 

Ｑ．  自家用車で受入拠点まで行っても良いですか？ 

 

Ａ．  拠点担当者に相談してください。 
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６-３ 学生研究生 

 

Ｑ．  複数年契約の場合の旅費の支給回数を教えてください。学生研究生から特別研究生へとステップ

アップした場合はどうなりますか？ 

 

Ａ．   下図を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６-４ 特別研究生 

 

Ｑ．  休日に出張しましたが振替休日は付与されますか？ 

 

Ａ．  付与しません。代休についても同様です。 
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