
                              平成28年２月17日  

 

 かながわ地球環境保全推進会議企業部会委員 各位 

 

 

                 神奈川県環境農政局環境部環境計画課長  

 

平成28年度「神奈川県環境インターンシップ」研修生受入企業の募集周 

知について（依頼） 

 

 本県の環境行政の推進につきましては、日頃格別のご理解、ご協力をいただき厚く

お礼申し上げます。 

県では平成16年度より、大学生や大学院生が、環境に関する取組を積極的に行って

いる企業における業務を体験することで、環境問題に関する知識とその解決に必要な

意欲及び実践的能力を身につけることを目的として、「神奈川県環境インターンシッ

プ」を実施しています。 

平成28年度についても、別添募集要項のとおり、研修生の受入をしていただける企業

の皆様を募集します。 

 皆様の環境の取組を広くＰＲし、ＣＳＲ活動を新たに展開する機会としてご活用いただ

くとともに、若い世代への環境教育を社会全体で支えるため、貴団体の会員の皆様方への

周知をお願いします。 

 

【神奈川県環境インターンシップ ホームページ】 

 実施要領や各種様式、昨年度の実施結果等を掲載しています。 

 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p20319.html 

 

＜添付資料＞ 

・ 募集要項 

・ 応募用紙 

問い合わせ先 

 〒231-8588 

  横浜市中区日本大通１ 

 地球温暖化対策グループ 丸山 

 電 話 045-210-4053 

 ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-210-8952 

 電子ﾒｰﾙ stop-ondanka@pref.kanagawa.jp 

 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p20319.html


 

 

 

対    象 

【受入企業】 

環境に関する取組を積極的に行っている企業 

【研修生】 

神奈川県内にキャンパスを有する大学に在籍する大学生及び大学院生 

研修期間 原則、平成28年７月１日から９月30日の期間内で１０日間程度（応相談） 

研修内容 

受入企業が、受入れが可能な定員及び期間の範囲内で、研修場所、研修期間及び研修内容

等、研修の実施に係る詳細を決定します。 

※平成 27年度実施結果をご参照ください 

実施の流れ 

   ３月  ○受入企業の募集 

          県：ＨＰ等へ募集要項を掲載 

４～５月  ○ 学生を募集 

            県：県内にキャンパスをもつ全大学へ募集要項を送付、HPへも掲載 

            大学：学生へ周知 

６～７月  ○ 企業－学生のマッチング 

    受入企業：受入れ可能な学生を決定 

    県：大学に受入れの可否を送付 

       ○ 事前調整 

            受入企業、研修生、大学、県：実施にあたっての諸手続や内容等の詳細を調整 

７～９月  ○ インターンシップの実施 

終了後  ○ まとめ 

             研修生：「修了レポート」を県に提出、報告会参加 

             受入企業：「評価書」を県に提出、報告会参加 

             県：報告会等を開催 

費用負担 研修生は無給。交通費、出張旅費など全ての経費は、研修生個人又は大学が負担します。 

服   務 
研修生は研修期間中、受入先の服務規律に従うとともに、受入先の担当者の指導、監督等に従

うほか、秘密保持の義務を負うこととなります。 

神奈川県では、大学生や大学院生が、環境に関する取組を積極的に行っている企業での業務

を体験することで、環境問題に関する知識や、その解決に必要な意欲・実践的能力を身につけ

ることを目的として、「環境インターンシップ」を実施しています。 

 

皆様の環境の取組を広くＰＲし、ＣＳＲ活動を新たに展開する機会としてご活用いただくととも

に、若い世代への環境教育を社会全体で支えるため、ぜひご協力をお願いします。 

環境インターンシップとは 

応募期限 

研修生の 
受入れ決定！ 

3月2２日 
（火） 

(募集要項) 



 

 

時期  県 受入企業 大学 学生 

３
月 

受
入
企
業 

の
募
集 

◆受入先企業を募集  ◆受入の可否及び研修概要 

 を検討、回答 

 （詳細は後日調整）  
  

４
月
～
５
月 

研
修
生
の
募
集 

◆大学に受入企業リストを 
 送付し、研修生の募集を 
 依頼 

 ◆学内で研修生を 

 募集 

◆大学と協議・相談の

上、受入企業を選択 

 

(◆推薦書等を受領、内容確 

   認) 

 ◆参加希望の学生が 

いる場合、応募用

紙,推薦書,エントリ

ーシートを県に提出 

◆エントリーシートを

大学へ提出 

６
月
～
７
月 

マ
ッ
チ
ン
グ
作
業 

◆受入企業に、推薦書と 
 エントリーシートを送付 

(◆受領）   

(◆報告を受ける） ◆受入可否を決定、県に報告  

 

 

 

◆受入先の報告を受け、 
マッチング結果を受入企
業及び大学に送付 

(◆受領)  

(◆受領、学生へ連絡) 

  

 

(◆研修先の決定) 

事
前
調
整 

  ◆学生の希望日を調整し、 
 実施日程を決定。 

 ◆参加可能日程を企業

へ連絡 

(◆受領、大学に１部送付) ◆「実施計画」を 

   作成、県に送付 

(◆受領)  

◆大学との「覚書」や、学

生の「誓約書」が必要な

場合は提出を依頼 

 ◆学生へ「誓約書」の 

 作成を依頼 

◆「覚書」を作成 

(◆受領) 

◆「誓約書」を大学に 

 提出（必要がある場 

 合） 

 
 

 

 

(◆受領) ◆「覚書」及び「誓約 

 書」を企業に提出 

（必要がある場合） 

 

(◆企業からの連絡を受け、 

大学と調整) 

◆事前説明会を開催する場合

は県に連絡 

 (◆参加) 

７
月
～
９
月 

研
修
の
実
施 

◆必要に応じ、企業・学生

をサポート 

(◆実施)  (◆実施) 

(◆受領、大学に１部送付) 

 

◆やむを得ず中止する場合、 

県に「中止決定」を連絡 

(◆受領)  

研
修
終
了
後 

成
果
の
評
価 

(◆受領、受入先企業及び大学

に各１部送付) 

(◆受領) (◆受領) ◆「修了レポート」を
作成し県へ提出 

(◆受領、大学及び学生に各１ 

  部送付) 

◆「評価書」を作成、 

県に送付 

(◆受領) (◆受領) 

結
果
の 

公
表 

◆実施結果を県のＨＰ等で 

 公表 
   

報
告
会 

◆報告会等を開催 

（10月～11月） 

(◆参加) (◆参加) (◆参加) 

スケジュール（予定） 

＊必要に応じ、詳細
を企業に問合せ 

様式２ 様式３ 

様式４ 

＊詳細な条件等に関する 
大学からの問合せに対応 

＊必要に応じ、詳細
を企業に問合せ 

様式１ 

＊必要に応じて、学生に関
する情報を大学に請求 

＊学生に関する問合
せに対応 

様式５ 

様式10 

様式９ 

様式８ 

様式６ 様式７ 



 

受入先（実施期間） 学生 インターンシップの主な内容 

（株）アネモイ 
（７月 23日～10月 15日
の間で約９日間） 

東京工芸大学（工学部） 
東京都市大学（メディア情報学部） 
明治大学（農学部） 

◆共働き夫婦の未来 HAPPYプロジェクト 
働くパパママがより身軽に育児ができるよう
に保育園と連携した新サービスアプリの企
画、広報ＰＲ、マーケティング 

◆保育園を訪問しての聞き取り調査 

(株)岡村製作所 
（８月 18日～８月 28日の
間で９日間） 

東京工芸大学（芸術学部） 
明治学院大学（法学部） 

◆小学校で行う環境出前講座の理解を行い、
指導の下に環境出前講座を制作 

◆オフィス環境のあり方についての理解を行 
い、制作した環境出前講座の改善 

（株）ＪＣＥ 
（７月 31日～８月８日の
間で８日間） 

國學院大学（法学部） ◆排出ガス規制検査の立会 
◆労働安全衛生法に基づく労働環境の調査 
◆クレーンの安全検査の立会 

生活協同組合パルシステ
ム神奈川ゆめコープ 
（８月７日～８月 14日の
間で６日間） 

東京都市大学（環境学部） 
東京農業大学（地域環境科学部） 
東京農業大学（国際食糧情報学部） 
北里大学（海洋生命科学部） 
明治大学（農学部） 
國學院大学（文学部） 

◆環境活動の取組みの学習(座学) 
◆リサイクルセンター等の見学 
◆組合員拡大(営業)補助 
◆供給(配送)補助 
◆組合員活動運営補助(産地) 

(株)ディグ 
（８月３日～８月 12日の
間で 10日間） 

東海大学（教養学部） 
東京農業大学（地域環境科学部） 

◆ITを活用した環境ソリューションビジネスの 
理解および実習 
◆環境ソリューションビジネスの企画及び発表 
 会 

（株）東芝環境ソリューショ
ン 
（８月 31日～９月 11日の
間で 10日間） 

桜美林大学（リベラルアーツ学群） 
青山学院大学（理工学部） 
東京農業大学（国際食糧情報学部） 

◆ＩＳＯ１４００１環境マネジメントシステムの学
習と東芝総合環境監査に基づく環境経営へ
の取組を学習 
◆タービン工場、家電リサイクルセンター見学 

(株)東芝 横浜事業所 
（８月 31 日～９月 11日
の間で 10日間） 

横浜市立大学（国際総合科学部） 
関東学院大学（経済学部） 

◆現場管理と社内環境監査の学習  
◆施設パトロール（放流口、リサイクルセンタ
ー、浄化槽等） 

ＴＯＴＯ㈱ 茅ヶ崎工場 
（８月 18日～８月 21日の
間で４日間） 

東京都市大学（メディア情報学部） 
東京農業大学（生物産業学部） 
國學院大学（人間開発学部） 

◆EMSを中心とした企業における活動内容を 
実践現場で体験 

◆TOTOの環境マニュアル、規定類の説明等 
◆内部監査員としての教育と実施 
◆振動騒音測定、排出物分別指導の実施 
◆役所への届出関連や施設パトロール 
◆工場周辺清掃等 

中日本高速道路(株) 
（８月 18 日～８月 21 日の
間で４日間） 

フェリス女学院大学（国際交流学部） 
関東学院大学（経済学部） 
東海大学（工学部） 
東京工芸大学（工学部） 
東京都市大学（環境学部） 

◆事業概要（建設、保全、サービスエリア事業
など）紹介 

◆各事業に関する現場見学・実習 

（株）日立製作所 情報・通
信システム社 
（９月２日～９月 26 日の間
で７日間） 

 横浜国立大学（経済学部） 
関東学院大学（法学部） 
神奈川大学（経済学部） 
東京都市大学（環境学部） 
東京都市大学（環境学部） 
東京農業大学（生物産業学部） 
明治大学（農学部） 

◆ISO14001の環境関連企画の学習 
◆環境保全活動推進ポスター作成 
◆製品の環境負荷計算や環境影響評価の 
学習 

◆横浜事業所、産廃処理場見学 
◆里山での環境保全活動 

(株)ファンケル 
（７月 29 日～８月７日の間
で８日間） 

東海大学（教養学部） 
文教大学（情報学部） 

◆研究所等関連施設の見学 
◆容器リサイクル法と商品企画説明、課題検討 
◆社内のごみ分別に関する課題と検討及び 
発表 

ＲＡＵＬ(株) 
（８月 17 日～９月 11 日の
間で約 10日間） 

東海大学（大学院・人間環境学研究
科） 
東京都市大学（環境学部） 
東京農業大学（農学部） 
明治大学（農学部） 
明治大学（農学部） 
明治大学（農学部） 

◆環境マネジメントシステムに関する調査及び 
発表 

◆電気代に関する記事の作成 
◆環境クライテリア（株式投資をする際の判断 
基準の指針）の評価基準作成 

◆「グリーンサイトライセンス」の学習 

平成２７年度実施結果  



 

◆問い合わせ先 

神奈川県環境農政局環境部環境計画地球温暖化対策グループ 担当：丸山 

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通１ 

電話：045-210-4053（直通） ﾌｧｸｼﾐﾘ：045-210-8952 

◆ＨＰ「神奈川県環境インターンシップ」 

 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160198/p20329.html 

 

受入企業／学生の声 

要領や様式はこち
らのＨＰに掲載し
ています。 

－企業担当者Ａさん－ 
 

何事にもまじめで、難しい課題についても 

他の研修生と力を合わせて取り組み、期待 

以上のアウトプットをしていただきました。 

－企業担当者Ｂさん－ 
 
意欲的な学生さんに来ていただくことで、 
企業側にも非常に刺激になります。改善 
提案もしていただき大変参考になりました。 

－企業担当者Ｄさん－ 

 
ＣＳＲを推進する観点からも、今後も積極 
的に学生の実習を受け入れたいと考えます。 

 

－企業担当者Ｃさん－ 
 
今回のインターンシップは初めての受入で、 
課題設定も手探りでしたが、研修生の協力 
により有意義なものにすることができました。 

－学生Ｄさん－ 
就職するのがゴールでは
なく、自分がどのような
人間として生きていく
か、その場所が職場であ
ることを学びました。 

－学生Ｃさん－ 

与えられた業務に対して、

勤務時間内に終わらせるに

はどう考えて取り組めばい

いのかを考え、全体をイメ

ージする大切さを学びまし

た。 

－学生Ｂさん－ 

 

環境管理のための仕事は非

常に責任が大きく、やりが

いのあるお仕事であること

を知ることができました。 

－学生Ａさん－ 

一つの企業がこれだけ環境

に優しくあろうと努力して

いるのだから、私たちも小

さなことでもコツコツ環境

にやさしい行動を積み重ね

た方がいいと感じました。 

－学生Ｅさん－ 

普段の生活の中でも、今回

学んだリサイクルの大切さ

を忘れずに、小さなことか

ら環境保全に貢献していき

たい。 

 

－学生Ｇさん－ 

自分の考えを伝えることや

他人の意見をくみ取りなが

ら議論を進めることの難し

さと大切さを学びました。 

 

－学生Ｈさん－ 

 

働くことの中にも、お金以

外のものを見いだせること

ができるのだということを

教えていただきました。 

－学生Ｆさん－ 

机上で学ぶだけでは感じる

ことのできない「環境活

動」の難しさややりがいと

いうものを知ることができ

ました。 



 

 

 

神奈川県環境インターンシップ 応募用紙（受入企業用） 

■次の項目をご記入ください。（※公表する項目） 

企業名※  

代表者 役職・氏名 

（誓約書等の作成に使用） 
 

所在地※ 

〒   -     

 

 

ホームページ※ http:// 

主な研修場所（住所）※  

研修のテーマ、 

主な実習内容※ 

 

 

 

 

※この内容を基に学生を募集しますので、可能な限り具体的にご記入ください。 

受入可能人数※        人 

受入可能時期※   月  日から  月  日までの間、  日程度 

事前説明会の開催予定※ 
□ あり （日程：  月  日） 

□ なし 

覚書の締結、 

誓約書の提出の要否  

覚 書 □必要（県書式） □必要（自社書式） □不要 

誓約書 □必要（県書式） □必要（自社書式） □不要 

学生に求める資格や条件※  

担当者連絡先※ 

所 属  

（フリガナ） 

氏 名 

（                    ） 

 

電 話  

ﾌｧｸｼﾐﾘ  

E-mail  

その他特記事項など 
 

 

■ご質問、ご要望等がございましたら、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

神奈川県 環境農政局 環境計画課 地球温暖化対策グループ 丸山 

電 話 ０４５－２１０－４０５３ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ ０４５－２１０－８９５２ 

応募期限： 

平成28年3月22日（火） 

 

（様式１） 



神奈川県環境インターンシップ事業実施要領 

 

(目的) 

第１条 本事業は、大学生及び大学院生に、インターンシップ研修生として、環境に関す

る取組を積極的に行っている企業等においてその業務を体験させることにより、環境保

全及び環境問題の解決に必要な意欲及び実践的能力を有する人材を育成することを目的

とする。 

 

(受入先) 

第２条 研修を実施する大学生及び大学院生（以下「研修生」という。）の受入先は、環境

に関する取組を積極的に行っており、研修生の受入れに応じる企業又は事業所（以下「受

入先」という。）とする。 

 

(派遣大学) 

第３条 研修生を派遣する大学は、県内に学部を設置している大学とする。 

 

(研修生) 

第４条 研修生は次に掲げる基準に該当すると認められる者とする。 

(1) 大学等の正規の教育課程に位置づけられたインターンシップ制度により推薦され

た者 

 (2) 受入先において服務規律等を遵守することが確実であると判断される者 

(3) 自身の環境配慮の取組を登録し、実践する「マイアジェンダ登録」をしている者 

 

(受入先の募集) 

第５条 受入先の募集は、原則として次により行うものとする。 

(1) 研修の実施にあたっては、神奈川県環境農政局環境計画課長（以下「環境計画課長」

という。）が募集要項を定め、受入先を募集する。 

(2) 前項の募集要項に基づき、研修生の受入れに応じる企業又は事業所は、環境計画課

長にその旨を回答する。 

 

 (研修生の募集) 

第６条 研修生の募集は、原則として次により行うものとする。 

 (1) 環境計画課長は、前条第２項の企業等からの回答を基に、受入先企業リストを作成

し、県内に学部を設置している大学に提示し、研修を希望する学生を募集する。 

(2) 大学は前項の受入先企業リストに基づき、研修を希望する学生を募集する。なお、

大学は、受入れ条件等について企業等へ照会することができる。 

(3) 研修を希望する学生は、所属大学と協議・相談のうえ、受入先企業リストの中から

研修希望先の企業等を選択する。 

(4) 学生から研修を希望する旨の申出があり、当該学生が研修生として第４条の要件を

満たしていると判断される場合、大学は、当該学生に係る推薦書及びエントリーシー

トを環境計画課長に提出する。 



 

(マッチング作業) 

第７条 マッチング作業は、原則として次により行うものとする。 

(1) 環境計画課長は、前条第４項により提出された推薦書及びエントリーシートの内容

が第 1 条の目的に沿ったものであるか審査し、適当と認められるものについて受入先

に送付する。 

(2) 受入先は、前項の推薦書等を基に、推薦された学生の受入れの可否について決定し、

環境計画課長に報告する。なお、受入先は、受入れの可否を決定するために必要な学生

に関する情報を当該学生の所属大学に請求することができる。 

(3) 環境計画課長は、前項の受入先からの報告を受けて、受入先及び研修を希望する学

生の所属大学（以下「派遣大学」という。）にマッチング結果を送付し、事前調整の開

始を促す。 

 

(事前調整) 

第８条 研修の実施にあたり必要な事項についての事前調整は、次により行う。 

(1) 受入先は、派遣大学との協議により、受入れが可能な定員及び期間の範囲内で、研

修場所、研修期間及び研修内容等、研修の実施に係る詳細を決定する。 

(2) 研修の実施に係る基本的な事項については、本実施要領及び神奈川県環境インター

ンシップ事業実施細則（以下「実施細則」という。）に従い、規定のない事項について

は両者で協議の上決定することとする。 

 

(研修計画の策定) 

第９条 受入先は、前条の事前調整を踏まえ、研修の内容及び期間等を定めた研修計画を

策定し、環境計画課長に提出することとする。また、環境計画課長は当該計画書を受領

後、派遣大学へ提出する。 

 

(覚書の締結) 

第 10条 受入先が必要と認める場合又は派遣大学の定めるインターンシップ制度の適用上

必要がある場合には、本実施要領及び別に定める実施細則の範囲内において、受入先と

当該派遣大学の間で覚書を交わすことができる。 

 

(事前説明会の開催) 

第 11条 受入先は、研修を実施する際の留意点等を事前に確認するため、研修生や派遣大

学担当者等を対象とした説明会を開催することができる。 

 

(実施時期) 

第 12 条 本実施要領の対象とする研修期間は、原則として７月１日から９月 30 日の期間

内において 10日間程度とする。 

 

(実施方法等) 

第 13条 研修の実施は、原則として次により行うものとする。 



(1) 研修の日程及び場所は、受入先の提示に基づき、研修生と調整の上決定する。 

(2) 研修場所の職員は、研修の効果が達成されるよう配慮しなければならない。 

(3) 研修生は、研修の内容上必要があると認められるときは、出張することができる。 

その場合、原則として、あらかじめ第９条の研修計画にその旨を記載しなければな

らない。 

(4) 研修生は、病気その他の理由により、予定されている研修を受けられない場合には、

あらかじめ受入先にその旨連絡し、その指示に従うこととする。あらかじめ受入先に

その旨を連絡できない場合には、事後速やかに受入先にその旨連絡しなければならな

い。 

(5) 受入先は、研修生がこの要領の規定に従わない等、研修態度等に問題がある場合の

ほか、研修を継続することにより、業務に支障を生じ、若しくは支障を生じることが

予見できる場合、又は当該研修の目的を達成することが困難であると認める場合には、

研修期間終了前であっても、研修を中止することができる。この場合、受入先は事前

又は事後速やかにその旨を派遣大学及び環境計画課長に通知することとする。 

 

(研修に係る費用負担) 

第 14条 研修生に係る赴任旅費、給与及び通勤手当、住居手当等の諸手当、出張に係る経

費その他研修に係るすべての経費は、研修生個人又は派遣大学の負担とする。 

 

(服務) 

第 15条 研修生は、研修期間中、受入先の服務規律に従うとともに、受入先の指導、監督

等に従わなければならない。 

 

(秘密の保持) 

第 16条 研修生は、研修期間中に知ることができた秘密を漏らしてはならない。研修期間

中に知ることができたその他の情報（公開されているものを除く。）の開示については、

受入先の指示に従わなければならない。研修終了後も同様とする。 

 

(誓約) 

第 17条 受入先は、必要があると認めるときは、研修生に、服務規律の遵守に係る誓約を

させることができる。 

 

(研修成果の評価) 

第 18条 研修生は、研修の成果をまとめた修了レポートを受入先及び環境計画課長に提出

しなければならない。 

２ 受入先は、評価書を作成し、派遣大学及び環境計画課長に報告することとする。 

３ 環境計画課長は、本インターンシップ事業の改善・拡大のため、受入先及び派遣大学

にアンケートの提出を求めることができる。 

 

(研修成果の公表) 

第 19条 研修生は、研修の成果として論文等を外部へ発表する場合には、事前に受入先の



承認を得なければならない。 

２ 環境計画課長は、研修の実施結果を県ホームページ等で公表することができる。 

 

(情報交換会等の開催) 

第 20 条 環境計画課長は、本インターンシップ事業のより一層の充実と、研修を終了した

企業・学生・大学の継続的な取組を促進するため、受入先企業、研修生、大学担当者が企業

や大学の垣根を越えた交流を行う「情報交換会」や、企業や学生、大学のインターンシップ・

就職担当者等に、研修修了者の体験談等を紹介する「報告会」を開催することができる。 

 

(災害補償) 

第 21条 研修生は、原則として、学生教育研究災害傷害保険及びインターンシップ等賠償

責任保険に加入するものとする。 

２ 研修生が研修中の事故により傷害等を負った場合は、学生教育研究災害傷害保険によ

り補償する。研修生は、当該保険の保険金の範囲内で受入先に対する求償権を放棄する

ものとする。 

３ 研修生が受入先又は第三者に損害を与えた場合は、インターンシップ等賠償責任保険

により補償する。 

４ 前２項に基づく、保険の利用などに関する必要な手続は、派遣大学が行うものとする。 

 

(雑則) 

第 22条 この実施要領に定めるもののほか当該研修の実施に関し必要な事項は、環境計画

課長が実施細則に定める。 

 

   附則 

 この実施要領は、平成 21年２月 24日から施行する。 

 

   附則 

この実施要領は、平成 22 年３月９日から施行する。ただし、平成 22 年４月１日付の県

の組織変更に伴う改正については、平成 22年４月１日から施行する。 

 

   附則 

 この実施要領は、平成 23年６月１日から施行する。 

 

   附則 

 この実施要領は、平成 24年３月１日から施行する。 

 

   附則 

 この実施要領は、平成 24年８月１日から実施する。 

 

附則 

 この実施要領は、平成 25年４月１日から実施する。 



 

神奈川県環境インターンシップ事業実施細則 

 

 

(研修生に対する指導等) 

第１条 受入先責任者は、研修の円滑かつ適切な実施を図るため、所属内において、その 

受け入れる研修生の指導、監督、助言等を担当する職員(以下「研修指導担当者」と 

いう。)を指名する。 

  ２ 研修指導担当者は、派遣大学学長等から研修結果について報告を求められたとき 

は、これを作成し、派遣大学学長等及び受入先責任者並びに環境計画課長に報告書

を提出する。 

 

(受入先の役割) 

第２条 受入先は、研修に必要な机、椅子、パソコン等の事務用品を準備し、研修生に 

供与する。 

 

(休暇) 

第３条 研修生は、原則として研修期間中に休暇を取得することはできない。 

 

(雑則) 

第４条 実施要領及びこの実施細則に定めるもののほか、当該研修の実施に際し必要な事 

 項は、派遣大学と受入先が協議のうえ別途定める。 

 

 

   附則 

 この実施細則は平成２２年４月１日から施行する。 

 

 

   附則 

 この実施細則は平成２３年６月１日から施行する。 

 

   附則 

 この実施細則は平成２４年８月１日から施行する。 

 


