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Guideline for Donation Review Committee of Okinawa 

Institute of Science and Technology Graduate University 

沖縄科学技術大学院大学寄附審査委員会実施要綱 

 

January 10th, 2020 

２０２０年１月１０日 

Approved by the President 

学長決定 

 

 

 
（Objectives 目的） 
Article 1 The Donation Review Committee of Okinawa Institute of Science and Technology 

Graduate University (hereinafter referred to as “the Committee”) is established, in accordance with 

PRP7.5.1, to review proposal for donation to the University and recommend to the President 

whether to accept the proposed donations. 

第一条 沖縄科学技術大学院大学寄附審査委員会（以下「委員会」という。）は、PRP7.5.1の規定

に基づき本学に対する寄附の審査手続きを行なうために設置され、委員会の議決に基づき、寄附

の受入れを学長に推薦する。 

 

（Members 委員） 

Article 2 The Committee is comprised as following members. The chair of the Committee is 
appointed by the President from the members. 

（１）Chief Advancement Officer  

（２）Secretary General / Vice CEO  

（３）Provost 

（４）Executive Vice President for Technology Development and Innovation 

（５）Vice President for Financial Management  

（６）Vice President for Communication and Public Relations 

第二条 委員会は以下の委員で構成される。委員会の委員長は、以下の委員のうち学長から任命 

された者とする。 

（１）チーフ・アドバンスメント・オフィサー（開発担当） 

（２）副理事長 兼 事務局長 

（３）プロボスト 

（４）首席副学長（技術開発イノベーション担当） 

（５）副学長（財務担当） 

（６）副学長（広報担当） 
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（Duties of the Committee    委員会の任務） 
Article 3 Duties of the Committee shall be to: 

（１）Examine whether proposed donations meet the requirements set out in PRP Chapter 7.2 and 

7.3. 

（２）Examine whether the acceptance of donations conforms to relevant laws and University 

missions. 
第３条 委員会の任務は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）提案された寄附の受入れがPRP7.2及び7.3に定める要件に合致しているか審査するこ

と。 

（２）寄附の受入れが、法令及び大学のミッションに合致しているか審査すること。 

 

（Operation of the Committee 委員会の運営） 
Article 4 The committee meetings are called by the Chair of the Committee. 

2 Recommendations of the committee shall be determined by majority vote of the entire committee 

members in attendance.  In the case of conflict of interest, members must recuse themselves and the 

vote is held among the remaining members. 

3 The secretariat for the Committee is provided by the Fundraising Office in the Office of the 

President. 

第４条 委員会は委員長が召集する。 

２ 委員会の議事は出席した委員の多数決による投票で決する。委員が利害関係を持つ場合、自

身を不適格とし、投票は残りの委員のみで行う。 

３ 委員会の事務局は、学長室によって提供される。 

 

 

 

Supplementary Provisions 

This Guideline shall come into effect as from January 10th, 2020. 

附 則 

この要綱は、２０２０年１月１０日から施行する。 

 

This Guideline shall come into effect as from October 26th, 2020. 

附 則 

この要綱は、２０２０年１０月２６日から施行する。 

 

This Guideline shall come into effect as from June 20th, 2022. 

附 則 

この要綱は、２０２２年６月２０日から施行する。 

 
 

 


	Guideline for Donation Review Committee of Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University

