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──国外調査にかかわるリスクマネージメント最終案
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教育研究推進室

2）
害保険（略して学研災：補償内容については後述）」

はじめに

に賠償責任保険3）を付帯させたもの，および②民間の

本稿は，柴田（2009） をもとに行ったワークショ

傷害保険（種類は各個人に任せる）とする。これらの

ップ「教育研究推進室におけるリスクマネージメント

保険については，加入しなければ調査に参加させな

に向けて」の発表内容をもとに書かれたものである。

い，というほどの強制力はないが，個別説明会におい

ワークショップにご参加いただいた教員からは，数多

て文書及び口頭で加入を強く促すということにした。

くの貴重なご意見を頂くことができた。本稿では，こ

というのも，公費で保険加入料を支払う体制が整って

の討論を生かし，来年度の試験的実施を踏まえた最終

おらず，院生に自己負担していただかざるを得ないか

案を提案する。

らである。

1）

始めに，今年度当初から発生した新型インフルエン

この学研災についてであるが，名古屋大学の場合，

ザの脅威が話題に上った。教育研究推進室も例外では

院生は随意加入とされている（柴田，2009）。補償範

なく，経費を支給する院生の中に中南米を調査地とす

囲は，保険の募集用チラシの中で以下のように述べら

る者がおり，その対応に苦慮することもあった。この

れている（該当個所のみ引用）
：

プロジェクトは自己責任を原則としており，大学側の
責任範囲を定めることは非常に難しいからである。
今回は，責任範囲の限定に関する言及は避け，実質
的な行動マニュアルの策定へ向けての検討を試みた。
以下が，その要旨である：
・「保険の加入」及び「同意書の提出」の手続きを
決定すること

「国内外 ① における本学の教育研究活動中の急激
かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った
場合。
『教育研究活動中』とは次の場合をいいます。
①正課中
イ．指導教員の指示に基づき，卒業論文研究また
」（p. 1）
は学位論文研究に従事している間②。
（下線は筆者挿入）

・不測の事態が生じた場合，
「誰が（対策本部）」
「どのように（マニュアル）
」行動するかを明確に
すること

よって，国外の（下線部①）調査実習プロジェクト
（下線部②）での傷害は，補償範囲内であると考えら

・次のステップとして，日頃の備えのためのワーク

れる。ただし，この保険は，事故によるケガ等を対象

ショップ・セミナーの開催や，専用のメールアド

にしたものであり，病気などには対応してない。その

レスの使用を提案すること

ため，民間の旅行保険との併用が必要である。

なお，「保険の加入」についてはⅠ，
「対策本部」に

なお，補償金額は以下のようであった：

ついてはⅡ，「同意書の提出」と「マニュアル」につ

死亡＝2000 万円

いてはⅢ，「次のステップ」についてはⅣで詳述した。

後遺障害＝90 万円〜3000 万円
医療保険＝４日以上に対して，6000 円〜30 万円

Ⅰ．保険の加入について
2009年度現在，試験的に行っているのは，出発前
の個別説明会で民間の旅行傷害保険への加入（自己負
担）を口頭及び文書で促す，というものである。
2010年度以降は以下のように行うこととする。
まず，加入させる保険は，①「学生教育研究災害傷

入院加算＝１日 4000 円
賠償＝対人対物合わせて，１事故当たり１億円ま
で（賠償責任保険付帯の場合）
ちなみに，保険加入料は，１年間で 1290 円である
（特約および賠償保険を合わせて）
。
ところで，大学が賠償責任を負うために加入する，
大学のための保険というものもある（旅行事故対策費
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用保険）
。 昨 年 度 の 段 階 で は，
「オーガナイザー保

てくるだろう。

，今年度も
険」 しか確認されておらず（柴田，2009）
4）

確認することができなかった。関連する保険はいくつ
か存在するのだが，以下の点において，こちらの求め

Ⅱ．対策本部について
柴田（2009）では，対策本部に関して詳細な案が示

るものとの差異があるからである：
・損保ジャパンから，2005年７月より「学校総合

された。しかし，対策本部を必要とするような事故が

賠償責任保険」 が発売されている。昨年度の調

起きた場合，基本的には全学単位での対策がとられる

査で見つけられなかったのは，
「旅行」をキーワ

と考えられるため，部局単位の対策本部設置に関する

ードに検索したからである。今年度は「学校」を

詳細な検討は省略した。

5）

キーワードにすることで，この保険を見つけるこ

ちなみに，全学単位でリスクマネージメントに関す

とができた。これは，大学（短大・大学院含む）

る業務を担当していると考えられるのは，リスク管理

の内外で発生した事件に対し，学校側が損害賠償

室12），施設管理部の環境安全支援課（環境安全衛生推

請求を受けた場合の支払い対応のための保険であ

13）
，災害対策室14），学務企画課などが考えら
進本部）

る。しかし，学校単位で加入しなければならず，

れる。このうち，リスク管理室はホームページ上に公

年間保険料も数十万円から数百万円と高額であ

開されていないため，その活動を把握することはでき

る。加入者も公立及び私立大学に限られており，

ない。また，環境安全支援課や災害対策室などは，お

国立大学法人については明記されていない。

もに名古屋大学構内で遭遇する災害（天災や犯罪）な

・株式会社ジャタ（社団法人日本旅行業協会指定事

どに対応している状況がホームページで公開されてい

業委託会社）における JATA 旅行事故対策費用保

るだけである。学務企画課は，
「リスクマネージメン

険包括契約 は，加入対象とされているのが旅行

ト」という括りで考えるよりは，「学生活動」という

会社であり，旅行会社がパッケージツアーなどを

括りで考えた方がよい部署である。この課は，
（課外

遂行する際に起こりうるトラブルに対しての保険

活動を含む）学生活動全般の担当をしているため，本

という位置づけであった。

プロジェクトにおける事故の際の窓口もここにある可

6）

・東京海上日動火災・事故対策費用保険 （日本国
7）

際子ども村の保険加入の説明 を参考とした）は，
8）

能性がある。ただし，その具体的な業務については外
部に公開されていない。

9）
を通して加入
海外留学安全対策協議会（JCSOS）

以上から，いざという時にどこからメンバーを集め

することが前提であり，保険会社から直接加入で

て全学対策本部が設置されるかについての詳細は不明

きない。

であるが，ともかく，その全学対策本部からの要請に

なお，名古屋大学は，2009年９月現在，JCSOS

より文学研究科から担当者を出すことを考えると，候

に加入していないことから，この保険を利用する

補者としては研究科長，教育研究推進室長・担当教

ことはできない（旧帝大系では，北海道大学，大

員，そして指導教員が挙げられる。
研究科長と教育研究推進室担当教員に関しては，今

阪大学，京都大学が加入）
。
・エース・インパウンドトラベル保険 は，比較的

回のワークショップに全員参加いただいており，事故

よく知られた保険であり，名古屋大学の外国人受

発生時に何らかの役割を担う可能性があることについ

入れマニュアル（2008） にも紹介されているが，

てはすでにご承知いただいていると考えられる。

10）

11）

訪日外国人に対する補償のために企業や学校など

しかし，指導教員についてはどうだろうか。これに

が加入するものであり，国内から海外へ出掛ける

ついては，
「
『万が一の場合，全学対策本部の要請に従

日本人学生に対するものではない。

ってもらう』ということを伝えた方がいいのではない

以上から，現時点では，旅行事故対策費用保険への
加入は「保留」となった。

か」という問いかけを行ったところ，以下のようなご
意見をいただいた。

なお，実際に大規模な事故が発生した場合は，大学

院生がプロジェクトの申請をする際，指導教員の推

本部の指示に従って動くことになり，文学研究科が単

薦書の提出が義務付けられている。このことでもっ

独で動く可能性は低いため，部局単位で保険加入する

て，院生の調査に関する指導者としての責任の一端を

必要性は今のところ低い。この必要性が見えてきた段

認めていると捉えられるのではないか，つまり，改め

階で，加入料の予算確保へ向けて再検討する必要が出

て上記のようなことを伝えるまでもなく，事故発生時
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には指導教員が対策本部での役割の一端を担うのは当

携帯電話番号かメールアドレスを申告させた。ワーク

然の了解事項であろう。またその場合，指導教員の担

ショップ参加者のご意見の中には，「携帯電話の所持

う役割としては，院生本人と対策本部との間の連絡係

を義務付ける」というものまであった。確かに，最近

もしくは現地への派遣メンバーということになるだろ

の携帯電話は，国内で使用しているものがそのまま海

う。これらについては，ご参加いただいた教員の間で

外でも利用できるというものが多い。しかし，携帯電

見解が一致した。

話は費用のかさむものであることから，院生すべてが

以上から，部局独自の対策本部を立てるということ
はないが，本部からの要請に応じて協力をするという

所持していると言い切れず，
「義務づける」とまでは
言えないのが現状である。

ことはありうる，ということ，その際の要請として考

よって，2010 年度は，海外で携帯を使用する人に

えられるのは，①本部−部局間の連絡，②院生本人−

は携帯電話番号およびメールアドレスを申告してもら

部局間の連絡，③現地派遣，などであるということ，

うようにし，携帯を使用しない人にはパソコンのメー

そして，①は研究科長もしくは教育研究推進室担当教

ルアドレスを，またそのような機器のない人には，予

員から，②，③は指導教員が選ばれる，という結論と

約したホテル名の申告を義務付けるようにする，とい

なった。またこのことにより，毎年度初めに教育研究

う意見にまとまった。なお，これらの連絡先は同意書

推進室担当者会議を開く際には，リスクマネージメン

に記入させることとした。理由は，調査前に全員に提

ト担当の教員を選出しておくのが適当と思われる。そ

出させる予定の書類は同意書だけだからである。

して，指導教員もしくは教育研究推進室へ事故の連絡

さらに，2009 年度現在名古屋大学では「名古屋大

が入った際には，速やかにリスクマネージメント担当

学ポータル」へのメールアドレス登録を推進中であ

教員へ連絡を入れ，リスクマネージメント担当教員か

（特に 2009 年９月には，１ヶ月間の登録キャンペ
る15）

ら本部へ連絡を入れる，という体制を整えておく必要

ーンを実施していた）。これは，普段院生が使用して

がある。この場合，担当教員が出張等で不在の場合も

いる携帯などのメールアドレスを登録することで，災

あるため，複数名選出しておくのが望ましい。

害などの緊急時に大学からの情報がメールで送信され
るという，非常に利便性の高いものである。このマニ

Ⅲ．マニュアル・同意書の作成について

ュアルでも，ポータルへの登録を行うよう明記するこ
ととした。

全学単位でどのようなマニュアルがあるにせよ，文

なお，この登録には名古屋大学 ID によるログイン

学研究科の中にもマニュアル（特に事故回避マニュア

が必要であり，後述の「Ⅳ今後の課題」にあるよう

ル）を持つことは大きな意味がある。それは，現在の

な，名古屋大学 ID を利用した全学メールアドレス取

状況から考えると，全学単位のマニュアルが文学研究

得の促進も期待できると考えられる。

科まで発動されるのは，事故発生後になると考えられ

ところで，上述した同意書についてであるが，同意

るからである。そこで事故回避マニュアルについて

書には法的拘束力がない（柴田，2009）
。それでも今

は，「人文学フィールドワーカー養成プログラム」に

回のワークショップでは，同意書の提出を求めること

対応する独自のものを設定しておくこととする。ま

で参加者の意見が一致した。理由は，①資金の支給を

た，実際に事故が発生した場合（これに関しては，例

受ける研究に対して，一定の手続きを踏まえることの

えば骨折程度のことでも部局内では判断がつかない

大切さがある，②院生本人の自己責任に対する意識を

時）は，大学本部に連絡し本部からの指示を待つとい
うのをマニュアルの柱にする，というのが参加者の統
一見解であった。

明確化するのに有効である，という２点を踏まえた，
「教育的配慮」が考えられるからである。
さらに，指導教員や保護者（親，もしくは保証人）

さらに，今回のワークショップでのご意見の中で特

のサインを求めるか否かであるが，どちらも求めない

筆すべきことは，
「海外調査中の院生との連絡体制の

ということで一致した。理由は，指導教員の場合，上

確立」についてである。院生と指導教員との間では連

述のように，プロジェクトの申請時に提出する推薦状

絡手段が確立されているだろうが，教育研究推進室と

によって，院生のプロジェクトに関して必要な責任を

院生との間では確立されていない。しかし，資金を提

負うことをすでに認めていると見なせるからである。

供している以上，教育研究推進室との連絡体制も不可

また，保護者の場合は，今回の対象者が学部生ではな

欠だろう。今年度は試験的に，院生が海外で使用する

く大学院生であるということから，保護者だけでなく
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本人の年齢も相当に達しており，自分で生計を立てて

めていきたい。この点については柴田（2009）で少し

いる院生も多いなど，すでに院生は「保護者の同意を

紹介されているが，教育研究推進室と院生との連絡手

得る」という存在ではないことが考えられるからであ

段としては，現在は院生個人のプライベートアドレス

る。

の利用が主となっている。しかし，メールではさまざ

最後に，日程表の提出については，調査を進めてい

まな個人情報をやり取りしており，セキュリティとい

く中で，細かな日程変更や日程調整が不可避であるこ

う側面を考慮すると，できれば全学メールを使用する

とから異議が出されたため，今回は見送ることとした。

ことが望ましいと考えられる。まずは，強制使用させ

なお，資料１，２は教員向けの，資料３は院生向け

るとまではいかないにしても，プロジェクト採用者へ

のマニュアルである。また，資料４は同意書であり，

の個別説明会の際に利用をすすめるとともに，その利

資料５は，事故発生時に利用するための情報収集シー

用法についての説明に努めていく予定である。

トである。

最後に，保険加入についてであるが，旅行傷害保険
に加入することはいざというときのためにも非常に大

Ⅳ．今後の課題
最も大切なことは，このようなプロジェクトにおい

切なことであるから，今後は，旅費の払い出しを申請
する際には保険加入証のコピーを添付する，などの手
続きを検討していく予定である。

て事故が発生した場合，大学側の責任がどの程度にま
で及ぶのか，ということを明確にすることである。し
かし，冒頭でも述べたように，これはとても困難な作
業であり，詳細な事柄については体験や実例を踏まえ
ながらでないと明確にできない。しかし，自己責任を
原則として行うプロジェクトのリスクマネージメント
について，他大学での取り組みの中で前例となるよう
なものを見つけることが出来なかった。同意書は法的
拘束力がない，前例も見つからない，とすれば，大学
側がどの程度の責任を負わされることになるのかにつ
いて事前に検討するためには，専門家を招いた独自の
セミナーなどを考えていくべきだろう。
このようなセミナー開催については，参加者の中か
らもその価値を大いに認めるというご意見があった。
できれば当事者ご本人から事故とその対処法について
の話を伺いたいということであった。例えば，医学部
の研修医などは，被災地へ医療チームの一員として派
遣されることもあろうが，そういう場合の大学側の送
りだしに関する対応策についての体験談などを期待す
る声があった。
さらに，院生に対して公正研究を行う指導の必要が
あるのではないか，というご意見もあった。たとえ
ば，文献を引用する際の注意事項の説明，他人の業績
を盗用してしまわないための指導などは，年度始めの
ガイダンスなどを利用しつつ行う必要があるのではな
いかとのことであった。
これらは教育研究推進室担当者会議などでご検討い
ただければありがたい。
また，今回は時間の都合で議論を尽くせなかった
が，全学メールアドレスの使用についての検討もすす
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３）「学研災付帯賠償責任保険」の募集用チラシ
（http://www.jees.or.jp/gakkensai/docs/publish/10157850.pdf）
４）ジェイアイオーガナイザー保険
（http://www.jihoken.co.jp/pdf/organizer/organizer.pdf）
５）損保ジャパン・学校総合賠償責任保険
（http://www.sompo-japan.co.jp/news/200507111619.html）
６）JATA 旅行事故対策費用保険包括契約
（http://www.jata-net.or.jp/seido/pdf/hoken_jikotai09.pdf）
７）東京海上日動火災・事故対策費用保険
（http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/ichiran.html）
８）日本国際子ども村（http://www.jp.cisv.org/archives/08.pdf）
９）海外留学生安全対策協議会の会員リスト
（http://www.jcsos.org/list.html）
10）エース・インパウンドトラベル保険
（http://www.ace-insurance.co.jp/CGI/news/view.cgi?mode =
detail&seq=0000000161）
11） 名古屋大学国際企画室編集（2008）名古屋大学外国人研究
者受入れマニュアル（第１版），名古屋大学国際企画室発行
（http://www.iech.provost.nagoya-u.ac.jp/gakunai/jp/forresearcher_
manual.pdf）
12）名古屋大学における「事務局／運営支援組織」
（http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/org/admin/）
13）名古屋大学環境安全支援課
（http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/fmd/4kkannrisitu/index4f.
html）
14）名古屋大学災害対策室（http://www.seis.nagoya-u.ac.jp/taisaku/）
15）名古屋大学ポータル
（https://mynu.jp/uPortal/tag.a46a2c5631a3fb93.render.userLayout
RootNode.target.19-4.uP?lifelongUseAgreement=true#19-4）
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資料１
���

��の��へ���のための����
このたび、学外へフィールドワークに出発する院生のために、以下の文書及
び���発生�������ル（���）
」（別紙）を作成いたしました。あら
かじめ目を通しておいていただきたいと思います。
●��連絡先�日�の把握
院生には指導教員の連絡先を��、院生からも連絡先を��てお�ようにし
て下さい。また、院生の出発日およ�������日の把握を願います。
●院生への現地に関する��
先生が現地の状況をご存じの場合は、院生に対してご��をお願いします。
●���の���
不測の事態が発生した場合は、指導教員には大学本部から、院生本�の安全
に関�る�務が課されることがありますので、あらかじめご了承下さい。
●不測の事態発生
事故にあった院生から、指導教員のもとへ連絡が入った場合は、速やかに教
������又はリスクマネージメント担当教員���先生�へご連絡をお願
いします。
リスクマネージメント担当教員は、速やかに大学本部等へ連絡し、�の指�
を�いで下さい。
●教������にお�る安全対�
外務省 HP などからの安全情報を、院生の出発予定日以前より収集し、関連
情報は本�にメー�で連絡します。
�に�し�った事�につきましては、先生�にもご連絡します。
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資料２
���

�����������������
●異常事態の��
＝第一報を受けるのは、指���もしくは�������など
なお、異常事態の第一報とは、以下のものを指す：
・��から、本人などによる連絡を受けたとき
・���による、当該国に関する何らかの��が発せられたとき
・����などにより、当該国において内�・��・��のような国家規模
の事件、�人・���・�イ����などの凶悪事件、大規模な事故、
病気の流行、もしくは��・��・��・��・��といった大きな天
災に関する報道がなされたとき
↓
●大�本部�の連絡もしくは経過観察
��������ント�当��を通じ、大�本部�連絡
軽微なものは、経過観察にとどめる。軽微であるか否かの判断がつかない場
合も、��������ント�当��を通じ、大�本部�連絡する。
経過観察の例：個人的に解決がすんでしまった軽微な怪我。悪天候でフライ
トがキャンセルされ、帰国が遅れる、など。
↓
●本人の安否��
第一報が本人からの連絡ではない場合、できるだけ迅速に本人と連絡を取り、
その安否を��する。その際、
�事故報�����ト�
��� 5）を利用の上、情
報をもれなく収集する。
本人が情報を得られない環境にいるときは、���の情報を��る。
病気やけがなどをしているときは、病��行くように指示をする。
場合によっては、�����安否を�らせるように本人に指示をする。
↓
●安否情報の連絡
これらの安否内容について、大�本部�連絡する。また、本部からの指示が
あれば、それに従う。
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↓
●関係者の�集などが求められた��
対応に必要な�員を��する。予想されるのは、
・�本�およ���への対応�
：（��教員）
本�、およ���と連絡を�り、必要な情報を収集・連絡する。また、集め
た情報は教�研究���、大学本部へ伝える。
・�現地派遣�： （��教員）
基本的には、大学本部の��に��て行�する。派遣された際は、現地から
こまめな報告を行う。
・��の�の業務対応�：（�務員）
上記の業務をサポート（��ー・��・�ー�連絡など）。
情報が散逸しないよう、文学研究科内における情報の����
（大学本部へ提出する書類も、すべて��ーの上、��）
関係者に対する必要��の手配。
・�大学本部との連絡�：（�����ー���ト担当教員）
↓
●��後
��に必要な書類を提出
院生へのサポートを続ける（精神的な、あるいは研究上のサポート）
関係者に��報告書の提出を求めるなどして、今後の参考とする。
集めたすべての情報を関係者に��ー����するとともに、担当教員会議
で内容を検討の上、可能な限り���上で��する。
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資料３
���

�������������������
���前
●��の安全情報、特に��情�については、長期的に情報を得ておきます。
数日前からは、��や��の�行なども含め、行き先が渡航可能な状態であ
るかどうかを見極めます。
����学の������(http://www.nagoya-u.ac.jp/)
（������への��を済ませておきましょう）
�務���安全������(http://www.pubanzen.mofa.go.jp/)
����の国���情報(http://www.jica.go.jp/seikatsu/index.html)
��������(http://www.forth.go.jp/)
などに、情報が掲載されています。
教�研����から�られる���にも、目を通してください。
●国内でできる安全対策を行っておきます。
・����：�国����の������などを参考にして受けておきます。
・旅行保�への加入：約款等には前もって目を通しておき、自分にとって必要
な保障が得られるようにしておきましょう。教務であっせんしている学研災に
もぜひ加入しましょう。
・健康��：健康に不安のある場合は��しておくか、必要な薬を持参できる
ようにしておきましょう。場合によっては旅行を�期することも必要です。常
�薬や�����も持参していきましょう。
・��教�・教�研����、およ�����の連絡先を控えておき、いつで
も連絡が取れるようにしておきます。
教�研����の連絡先：
Tel#: +81-52-747-6391

(���の 9 ��から 2 ��（日���）)

Email: initiative@lit.nagoya-u.ac.jp
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�現地で
●現地の��ー�や��には可能な限り目を通し、情報を入手しましょう。
●現地の法律や��・��ーに従い、���しくふるまいます。�さんが��
�や���となる可能�もあるので気をつけましょう。
現地の法律だけでなく、日本の法律に触れることは、国外においても避けま
しょう（大�・�せい�の�用など）。
●外国には、日本にはない病気もあります。発展途上国だけが危険とは限りま
せん。たとえば、以下の病気が流行していないか把握することも大切です：
�イ�・����・��イ������・��・�ラ��・������・
����・���ト�イ��・��病・���・��・日本��（イ��など）・
��・����
また、病気ではありませんが、病気を引き起こすものとして、�外�・生も
の・生�

にも十分注意しましょう。

●調査にどうしても必要な場合を除き、基本的に�の��は認�ません。
日本国内の移動でも、���通��をできる限り利用してください。
●�間外�はできるだけ行わないようにします。また、現地で治安が悪いとい
われている区域には、昼間でも近づかないようにします。
●貴重品は常に身につけておきましょう。もしくは、安全を確認の上�ー��
�����に預けましょう。
●滞在期間を必要以上に延長してプライベートな予定を組み込まないようにし
ましょう。調査と調査の間に空白期間が生じる場合は、資料の整理などに充て、
調査に����のない行�はできるだけ�んでください。
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�事故発生�
１：事件・事故に遭遇した場合は、直ちに安全な場所に��しましょう（事件・
事故の詳細については、下記参照）。
２：��の大使�、��事�に連絡を入れた�、��に�って��に連絡を入
れましょう。
３：��・��のある場合は、必ず��に行きましょう。
４：大�（����・�������など）に連絡しましょう。
�������の連絡�：
Tel#: +81-52-747-6391

(���の 9 ��か� 2 ��（����）)

Email: initiative@lit.nagoya-u.ac.jp
●事件（故意に誰かが発生させたもの）：
�人、�犯罪、��など（個人／小集団による犯罪）に巻き込まれたとき。
��、��、��など（大集団・国家によるもの）が発生したとき。
��、����、個人����、����犯罪など（生命の危険がない犯罪）
に巻き込まれ、個人では対処できないとき。
●事故（故意ではないが、人由�のもの）：
��事故、�発、��、���、��の�行などに巻き込まれたとき。
その他の理由で、����がになってしまい、個人で対処できないとき。
●��（自�由�のもの）：
��、��、��、��、�巻など、大規模なものに遭遇したとき。
●自分が���、犯罪�となってしまったとき：
��・�せい�などを所持・使用してしまったとき。
��の��に触れてしまったとき。
���・���などを��してしまったとき。
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��の後
●医師の診断�がないと、保険金の手続きができません。現地で速やかに受診
しましょう。また、���はきちんと保存しておきましょう。医師の診断後、
できるだけ速やかに保険��に��を入れましょう。
●調査をいったん��する、あるいは�断して帰途に就くなどの判断も大切で
す。
●��に��のある状態で帰国した場合は、���の���査を受けるか、で
きるだけ速やかに医師の診察を受けましょう。帰国後の診察によっても、保険
金を受けられる場合があります。
●すべての事故処理が終了したら、今後の参考のため、教育研究推進室の作成
した�����に回�いただくことがあります。もしくは、今回の事故に関し
ての���を��していただくこともあります。
より��な������調査の�現に�けて、����して��い。
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資料４ （国外版）
���
（国��）

��ールド調査実�プロジェクト同意�
平成

年

月

日

教育研究推進室御中
専攻名：
学籍番号：
氏名（署名）：
一、

印

私は、下記のプロジェクトを実施するにあたり、名古屋大学の学生としての本

分を守り、相手国及び日本国の法律・法令を守り、公序良俗に反する行為を慎み、
誠心誠意、プロジェクト調査に専念します。
二、

研究活動における不正行為は行いません。

三、

調査協力者には、常識と節度ある行為をもって接します。

四、

不測の事態に遭遇した場合は、速やかに大学（関係者）に連絡を入れます。ま

た、大学との信頼関係に基づき、その対応に協力します。
五、

私の責任により、他人に対し危害・損害・不都合を与えた場合は、ただちにそ

の補償の債務を果たします。また、大学が管理不能なことに起因する私の死亡、負
傷、損害などが発生した場合は、私自身が責任を負います。
六、

プロジェクトに支給される経費を不正受給・不正使用いたしません。

七、

研究活動における不正行為、あるいは経費の不正受給・不正使用が認められた

場合、以降の支給停止を認めるとともに、それまで使用した経費については、直ち
に返還いたします。
以上、ここに署名をもって同意します。

記
プロジェクト名：
行き先（国名・都市名）
：
調査期間：

月

日（

）

～

月

調査中の本人連絡先：
（携帯＃・メールアドレス・宿泊するホテル名など）

指導教員名：
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資料５
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