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OIST Graduate University 
Rules for Safety and Health Committee 

沖縄科学技術研究大学院大学 
安全衛生委員会規程 

 
(Version 1.00- November 1, 2011) 

    	 	 	  (平成２３年１１月１日	 第１．００版) 

(Version 1.01- August 1, 2015) 
    	 	 	 	 (平成２７年８月1日	 第１．０１版)	 

 
(Purpose	 	 目的) 
Article 1	 	 第 1条 

These Rules set out necessary information concerning the Safety and Health 
Committee of OIST Graduate University (hereafter referred to as the "Committee"), 
in accordance with Article 10, Paragraph 2 of the OIST Graduate University Safety 
and Health Rules. 
この規程は、沖縄科学技術大学院大学安全衛生管理規程第１０条第２項の規定に

基づき、沖縄科学技術研究大学院大学安全衛生委員会	 (以下「安全衛生委員会」

という。)	 に関して必要な事項を定める。 
 

(Duties	 	 任務) 
Article 2	 	 第２条 

The Committee, under supervision of the General Safety and Health	 Manager, 
shall investigate, discuss, and make recommendations or provide its opinion to the 
President on the following issues regarding industrial safety and health of OIST 
Graduate University (hereafter referred to as the “University”) employees: 
安全衛生委員会は、総括安全衛生管理者の下に置き、沖縄科学技術大学院大学（以下「本

学」という。）における職員の労働安全衛生に関し、次に掲げる事項を調査審議し、学長

に意見を述べるものとする。 
(1) Basic measures for prevention of safety hazards or health problems 

(including mental disorder. This definition applies hereafter) of employees; 
職員の危険又は健康障害	 (精神障害を含む。以下同じ。)	 を防止するための基本的

対策に関すること。	 

(2) Basic measures to protect and improve employee health; 
職員の健康の保持増進を図るための基本的対策に関すること。 

(3) Investigation into causes of industrial accidents, and measures against 
recurrence;  
労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 

(4) Measures against other potential hazards or health problems of employees 
not mentioned in the previous three items. 
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前３号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止に関する重要事項 
 
(Organization	 	 組織) 
Article 3	 	 第３条 

1. The members of the Committee shall consist of the following persons: 
安全衛生委員会の委員は、次に掲げる委員で構成する。 

(1) General Safety and Health Manager; 
総括安全衛生管理者	 １名 

(2) Industrial Physician; 
産業医	 １名 

(3) Safety Officer; 
安全管理者	 １名 

(4) Health Officer (two persons or more); 
衛生管理者	 ２名以上 

(5) Employee(s) with safety duty experience (one or more);  
安全に関し経験を有する職員	 １名以上 

(6) Employee(s) with health duty experience (one or more);  
衛生に関し経験を有する職員	 １名以上 

(7) Other employees that the Committee deems necessary. 
前各号に掲げるもののほか、安全衛生委員会で必要と認める者	 若干名 

2. The members specified in Items 2 through 7 shall be appointed by the 
President. However, the appointment of half of those members shall be based 
on recommendations from a member of the staff representing the view of the 
majority of University employees. 
前項第２号から第７号までの委員は学長が任命又は委嘱する。ただし、その半数は、

本学の職員の過半数を代表する者の推薦に基づく者とする。 
3. The post of Chair shall be established, to which the General Safety and Health 

Manager shall be appointed. 
安全衛生委員会に委員長を置き、第１項第１号の委員をもって充てる。 

 
(Term of Office	 	 任期) 
Article 4	 	 第４条 

1. The term of office of the members shall be two years, with possible 
reappointments. 
委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

2. The term of a substitute member filling a vacancy shall be for the remainder of 
that of their predecessor. 
委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 
(Meetings	 	 会議) 
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Article 5	 	 第５条 
1. The Committee shall hold at least one meeting every month. Extraordinary 

meetings may be held as necessary. 
安全衛生委員会の会議は、毎月 1	 回以上開催するものとする。必要がある場合は、

臨時に開催することができる。	 

2. The Chairperson shall call and serve as the chair of Committee meetings. 
委員長は、安全衛生委員会を招集し、その議長となる。 

3. In case the Chairperson is unable to attend or the position is vacant, the 
member appointed by the Chairperson in advance shall perform the duties of 
the Chairperson. 
委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代行する。 
4. The Committee meeting may not be held without a quorum, the attendance of 

a majority of its members.  
安全衛生委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

5. If the Committee considers it necessary, it may request the attendance of 
relevant persons for their input. 
安全衛生委員会が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くこができる。 

 
(General Affairs	 	 庶務) 
Article 6	 	 第６条 

1. The secretariat of the Committee shall be established in the Occupational 
Health and Safet Section. 
安全衛生委員会の事務局は、安全衛生セクションに置く。 

2. Summary minutes of the Committee meetings shall be prepared and posted 
on the internal website without delay.  Each summary shall be kept for three 
years. 
安全衛生委員会の会議については、議事概要を作成し、これを遅滞なく、内部ウェブ

サイトに掲載する。また、議事概要は３年間保存しなければならない。 
 
 
 
(Detailed Provisions on Implementation	 	 実施の細目) 
Article 7	 	 第７条 

In addition to the provisions of these Rules, the Committee shall determine issues 
regarding its operation. 
この規程に定めるもののほか、安全衛生委員会の運営に関し必要な事項は、安全衛生委員

会が定める。 
 

(Amendment and Abolishment of Rules	 	 改廃) 
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Article 8	 	 第８条 
Amendment or abolishment of these Rules shall be made by the President 
following a discussion by the Committee. 
この規程の改廃は、安全衛生委員会の議を経て学長が行う。 

 
 
Supplementary Provisions 
附則 
These Rules shall come into effect from November 1, 2011. 
この規程は平成２３年１１月１日から施行する。 


