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  第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養

研究所職員就業規則（平成２７年２７規程第８号。以下「健栄研職員就業規則」と

いう。）第２条第２項の規定に基づき、期間を限って雇用される特別研究員の就業

について必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 特別研究員の就業に関しては、労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労

基法」という。）その他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

 

（趣旨） 

第２条 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所（以下「研究所」という。）

は、優れた研究能力と豊かな創造性を持つ国内外の研究者を、一定期間、特別研究

員として採用し、研究所のプロジェクト研究その他の業務に従事させることにより、

当該研究者の育成並びに研究所の研究業務等の促進及び活性化を図るものとする。 

 

（健栄研職員就業規則の準用） 

第３条 次に掲げる事項については、健栄研職員就業規則の規定を特別研究員に準用

する。   

一 服務（第３条～第１１条） 

 二 勤務心得（第１２条～第１６条） 

  三 勤務時間（第１７条～第２１条） 

 四 休日（第２２条・第２３条） 

 五 休暇の承認（第３０条）  

 六 休暇の手続等（第３１条第１項、第５項及び第６項） 

 七 研修及び出張（第３３条～第３５条） 



 八 労働条件の明示（第４１条） 

 九 提出書類（第４４条） 

  十 事務の引継（第４６条） 

  十一 母性健康管理（第６４条～第６７条） 

  十二 安全及び衛生（第６８条～第７２条） 

  十三 災害補償（第７３条）                

 十四 表彰及び懲戒（第７４条～第７７条） 

 

   第２章 採用 

 

（採用の資格） 

第４条 特別研究員は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 

 一 博士の学位を有する者又は博士の学位を有する者と同等以上の研究能力を有す

ると理事長が認める者 

 二 修士の学位を有する者又は修士の学位を有する者と同等以上の研究能力を有す

ると理事長が認める者 

 

（採用の方法） 

第４条の２ 特別研究員の採用は、公募により行うこととし、公募に応じた採用希望

者の中から、試験又は選考に合格し、所定の手続きを経た者を特別研究員として採

用する。ただし、前年度から引き続き特別研究員として採用される者についてはこ

の限りではない。 

 

（採用の申請） 

第５条 特別研究員として採用されることを希望する者（以下「特別研究員申請者」

という。）は、応募するに当たり、次の各号に掲げる書類を理事長に提出しなけれ

ばならない。 

 一 特別研究員申請書（様式） 

 二 履歴書 

  三 最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書並びに成績証明書 

 四 各種免許証その他の資格証明書（理事長の請求があった場合に限る。） 

 五 その他研究所が必要と認める書類 

 

（採用の決定） 

第６条 前条の研究部長又はセンター長が特別研究員申請者を受け入れようとすると

きは、特別研究員申請者に担当させる業務内容及び採用の可否等について別に定め

る会議に諮ったうえで、理事長の承認を受けて採用するものとする。 

 

（財源の確保） 

第７条 研究部長及びセンター長は、特別研究員を受け入れようとするときは、その



者の人件費等の財源を確保できる場合に限り受け入れることができるものとする。 

２ 前項の経費は単一経費によるものとし、年度途中での変更はできないものとする。 

３ 特別研究員の人件費が競争的資金によるものである場合は、雇用された者は、自

ら競争的資金を獲得しないものとする。 

 

（採用期間） 

第８条 特別研究員の採用期間は、毎年度、採用日から当該年度の３月３１日までと

する。ただし、当該特別研究員の勤務状況が良好と認められた場合であって、前条

に定める財源を確保できる場合に限り、原則３年を限度として１年ずつ更新するこ

とができる。 

２ 前項の採用期間の更新をする場合は、更新日の１か月前までに当該特別研究員に

通知することとする。 

 

（試用期間） 

第９条 新たに採用した特別研究員については、採用の日から２か月を試用期間とし、

この期間が経過したときに正式に採用されたものとする。ただし、理事長が適当と

認めるときは、試用期間を短縮し、又は試用期間を設けないことがある。 

２ 理事長は、試用期間中又は試用期間満了の際に、特別研究員として引き続き勤務

させることが不適格と認められた者は、解雇することができる。 

３ 試用期間は、勤務年数に通算する。 

 

  第３章 休暇 

 

（休暇の種類） 

第１０条 特別研究員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。 

 

（年次有給休暇） 

第１１条  特別研究員が、労基法第３９条の規定に該当するに至ったときは、次表に

掲げる日数の有給休暇を受けることができる。 

   

在職期間 有給休暇 

６月 １０日 

１年６月 １５日 

２年６月 ２０日 

 

２ 前項の休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、２０日（１日

未満の端数は切り捨てる。）を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。 

３ 年次有給休暇は、１日又は１時間を単位として請求することができる。 

 



（特別休暇） 

第１２条 理事長は、次の各号に掲げる場合には、特別研究員に対して当該各号に掲

げる期間の有給の休暇を与えるものとする。 

  一 特別研究員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭

生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 １暦年の７月

から９月までの期間において３日 

  二 特別研究員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しな

いことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 

  三 特別研究員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議

会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認めら

れるとき 必要と認められる期間 

  四 特別研究員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤

することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間 

  五 地震、水害、火災その他の災害時において、特別研究員が退勤途上における身

体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要

と認められる期間 

  六 特別研究員の親族（健栄研職員就業規則別表の左欄に掲げる親族に限る。）が

死亡した場合で、特別研究員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認め

られる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 健栄研職員

就業規則別表の右欄に掲げる期間 

 七 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これ

らに準ずる場合で、特別研究員が勤務しないことが相当であると認められるとき  

７日間の範囲内の期間 

  イ 特別研究員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該特別研究員がその

復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき 

  ロ 特別研究員及び当該特別研究員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、

食糧等が著しく不足している場合で、当該特別研究員以外にそれらの確保を行

うことができないとき 

２ 理事長は、次の各号に掲げる場合には、特別研究員に対して当該各号に掲げる期

間、無給の休暇を与えるものとする。 

  一 ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定である女

子の特別研究員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間 

  二 女子の特別研究員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を経過する日ま

での期間（産後６週間を経過した女子の特別研究員が就業を申し出た場合におい

て医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。） 

  三 生後１年に達しない子を育てる特別研究員が、その子の保育のために必要と認

められる授乳等を行う場合 １日に２回それぞれ３０分以内の期間（男子の特別

研究員にあっては、その子の当該特別研究員以外の親が当該特別研究員がこの号

の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇（これに相当する休暇を含。）

を承認され、又は労基法第６７条の規定により同日における育児時間を請求した



場合は、１日２回それぞれ３０分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を

差し引いた期間を超えない期間） 

 四 小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。以下この号において

同じ。）を養育する特別研究員が、その子の看護（負傷し、若しくは疾病にかか

ったその子の世話又は疾病の予防を図るため予防接種又は健康診断を受けさせる

ことをいう。）のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度

（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。以下同じ。）において５日（その

養育する小学校就学の始期に達するまでの子が２人以上の場合にあっては、１０

日）の範囲内の期間 

 五 健栄研職員就業規則第２９条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある

者（以下、この号において「要介護者」という。）の介護を行うために勤務しな

いことが相当であると認められる場合 一の年度において５日（要介護者が２人

以上の場合にあっては、１０日）の範囲内の期間 

 六 女子の特別研究員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことが

やむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間        

 七 特別研究員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しな

いことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間 

 八 特別研究員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことが

やむを得ないと認められる場合（前２号に掲げる場合を除く。） 一の年度（４

月１日から翌年の３月３１日までをいう。）において１０日の範囲内の期間 

 九 特別研究員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する

者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉

妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入

院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる

期間 

 

   第４章 給与及び退職等 

 

（給与の種類） 

第１３条 特別研究員の給与の種類は、俸給、地域手当、通勤手当、住居手当、超過

勤務手当及び期末手当とする。 

 

（俸給） 

第１４条   俸給月額は、第４条第１号に該当する者にあっては、国立研究開発法人医

薬基盤・健康・栄養研究所職員給与規程（平成１７年１７規程第５号。以下「給与

規程」という。）別表第２研究職俸給表（以下「俸給表」という。）中２級１３号

俸に相当する金額を、第４条第２号に該当する者にあっては、俸給表中１級１７号

俸に相当する金額を支給する。ただし、月の中途に退職した場合における当該月の

俸給額は、日割計算により支給する。 

２ 俸給は、給与規程の該当規定を準用して支給する。 



 

（地域手当） 

第１５条 地域手当は、給与規程第１４条の規定を準用して支給する。 

 

（通勤手当） 

第１６条 通勤手当は、給与規程第１７条の規定を準用して支給する。 

 

（住居手当） 

第１７条 住居手当は、給与規程第１９条の規定を準用して支給する。 

 

（超過勤務手当） 

第１８条 超過勤務手当は、給与規程第２２条の規定を準用して支給する。 

 

（期末手当） 

第１９条 期末手当は、給与規程第２５条の規定を準用して支給する。 

 

（給与の支給日） 

第２０条   特別研究員の俸給、地域手当、通勤手当及び住居手当は、その月の月額の

全額を毎月１６日に、超過勤務手当は、その月の分を翌月１６日に支給する。ただ

し、１６日が休日に当たるときは前日（その日が休日に当たるときは、その日以前

において、その日に最も近い休日でない日）に支給する。 

２ 期末手当は、６月３０日及び１２月１０日に支給する。ただし、その日が日曜日

に当たるときは、その日の前々日に支給し、その日が土曜日に当たるときは、その

日の前日に支給するものとする。 

３ 前２項に規定する支給日に給与等を支給することができない場合には、理事長が

指定した日を支給日とすることができるものとする。 

 

（社会保険への加入） 

第２１条 特別研究員は、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させるものと

する。 

 

（退職）                                 

第２２条  特別研究員が、次の各号の一に該当する場合は退職するものとする。          

一 特別研究員が退職の申出を行い、理事長の承諾があった場合 

 二 雇用期間が満了した者                              

 三 死亡した場合                                     

 四 理事長が職務上、支障が生じると判断した場合        

２ 特別研究員が退職の申出をする場合は、原則として１か月以上前、遅くとも１４

日前までに理事長に退職願を提出しなければならない。 

３ 第１項第４号の規定により特別研究員を解雇する場合は、少なくとも３０日前に



予告し、又は平均賃金の３０日分の解雇予告手当を支払うものとする。ただし、労

働基準監督署長の認定を受けて懲戒解雇をする場合及び試用期間中の者（１４日を

超えて引き続き雇用した者を除く。）を解雇する場合は、この限りでない。                        

 

（退職手当）                                            

第２３条 特別研究員の退職手当に関しては、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄

養研究所職員退職手当規程（平成１７年１７規程第６号）の定めるところにより支

給する。 

 

（業務実績の報告） 

第２４条 特別研究員は、採用期間の終了時に研究等業務の実施による実績及び成果

について、書面により理事長に報告し、評価を受けなければならない。 

 

   附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この規則は、平成２７年７月３日から施行し、平成２７年４月１日から適用

する。 

 

（経過措置） 

第２条 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所（以下「研究所」という。）

設立の前日において独立行政法人国立健康・栄養研究所（以下「健栄研」という。）

の特別研究員としての身分を有し、研究所の設立の際、引き続き研究所の特別研究

員となった者に対する第１１条、第１８条及び第１９条の規定の適用については、

健栄研の特別研究員であった期間を研究所の特別研究員であった期間とみなして、

同条の規定を適用する。 

 

   附 則 

 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 


