
保険代理店業
務対象保険

No. 保険の種類 対象 保険内容 開始日 終了日 保険料（円）

対象 1 a
企業総合保険
（火災・地震保険）

被保険者が国内に所有する建物、屋外設備・装置、設備・什器
等で、以下の保険の目的も含む。

・ボイラ等
・基礎工事
・門、塀、垣、物置、車庫、その他の付属建物
・畳、建具、従物、付属設備
・建物外に施設された煙突、煙道、コンクリート水槽
・軌道、護岸、桟橋、防油堤その他の土木構築物
・貯蔵や納置の目的を持って収容された装置、設備・什器等
・他人に貸与または管理を委託しているもの

*「1個の価額が30万円以内の美術品」のものも含む。

火落爆　1事故200億円
風ひょう雪災　1事故200億円
水災　1事故200億円
電気・機械的　1事故200億円
その他危険　1事故200億円
i) 臨時費用保険金
基本補償による損害保険金の10%に相当する額で1回の事故につき、1構内ごとに100万円を限度とする。
ii)　残存物取片づけ費用保険金
基本補償による事故に実費を対象とし、損害保険金の10%に相当する額または100万円のいずれか低い額を限度とする。
iii) 修理付帯費用保険金
基本補償による事故に実費を対象とし、保険金額に10%を乗じた額または100万円のいずれか低い額を限度とする。
iv) 研究開発継続費用は1億円とする。
v) 情報メディア損害補償は100万円とする。

2016/11/1 2017/11/1 11,316,000

対象 1 b
企業総合保険
（火災・地震保険）

実験棟火災保険（共同研究者ミサワホーム機器分） 保険金額(風災・雹災・雪災)　16,000千円 2017/3/30 2018/3/30 89,930

対象 2 a
総合賠償責任保険
(CGL：Commercial General Liability)

【国内】
1.　OIST（記名被保険者）
2.　OISTの使用人等（下請負人も含む）
3.　OIST主催の行事参加者およびボランティアの全員
4.　OIST借用不動産の管理人
5.　OISTから業務の委託を受けた者（その業務の範囲に起因
する事故の損害賠償のみ補償）
6.  OISTがインターンシップ等を通じて受け入れる者およびこれ
に準じる者

【海外】
1.　OIST（記名被保険者）
2.　OISTの使用人（個人の研究者等）

上記被保険者間における損害賠償請求による各被保険者の
損害も補償

【国内】
記名被保険者が行う全ての業務（研究を含む）および被保険者が扱う全ての財物に関して、以下のリスクに起因して発生した第三者からの
損害賠償により、被保険者に生じた法律上の損害賠償責任を補償

①施設所有管理者特約条項　補償額5億円/1事故　免責金額無し
②生産物特約条項　補償額5億円/1事故および年間限度　免責金額無し
③受託物リスク　補償額100万円/1事故および年間限度　免責金額5千円/1事故
④借用不動産補償　　　　補償額1億円/1事故および年間限度　免責金額5千円
上記補償限度額は各項目事に適用され、内枠では無い

【海外】
1. 施設・業務遂行賠償のみ　USD5,000,000/1事故　免責金額無し
施設に起因する事故であっても、エレベーター・エスカレーター等に起因する事故は補償されません。
また、PL事故・完成作業賠償も補償されません。
*訴訟費用含む
2. 被保険者に生じた損害賠償責任
①第三者の身体の障害(負傷、病気、心的障害-うつ病、PTSDなどを含む-、死亡)への補償
②第三者の財物の損壊(滅失、毀損、汚損およびこれらによる使用不能障害)

2016/12/16 2017/12/16 1,995,450

対象 3 a 賠償責任保険

1.　保健センター医師(契約者)
2.　看護師
3.　他医療従者
*派遣の医師・看護師・事務員等は対象外

(適用地)日本国内

①対人賠償  2億円/1名、支払限度額(保険期間中) 6億円/1事故、免責金額無し
②対物賠償　2億円/1事故、免責金額無
③人格権侵害　1千万円/1名、支払限度額　1億円/1事故、支払限度額(保険期間中)　1億円/1事故、免責金額無し

2016/7/1 2017/7/1 138,510

対象 3 b 賠償責任保険

サイバー保険
契約者および契約者に属する者
（教授、研究員、OISTの学生などを含む）

(適用地)全世界

賠償支払限度額 1請求10億円、(保険期間中支払限度額　10億円、1請求あたりの免責額10万円)

【サイバーセキュリティ対応費用】
(危機管理対応費用)
・謝罪対応・見舞金等
・原因調査・コンサル費用等
・データ復元費用
・クレジットモニタリング費用
(訴訟対応費用-弁護士費用以外)

【ネットワーク中断】
・営業継続費用

2016/11/1 2017/11/1 1,846,120

対象 4 a
会社役員賠償責任保険
(D&O：Directors & Officers Liability)

契約者である学校法人（法人雇用関連賠償請求特約より）およ
び拡充特約2.11「被保険者」に規定されたもの。
弁護士も含む（ただし、契約者から雇用されている弁護士資格
を有する役職員であり、学校運営に対する学校への法律的な
アドバイス等の行為のみ補償対象）。

(適用地)日本国内で損害賠償請求が提起された場合のみ（保
険適用地域に関する特約より）

・てん補限度額　3億円/1事故、年間限度
・会社訴訟　サブリミット1億円/1事故―上記総支払限度額の内枠
・法人雇用関連賠償　サブリミット3億円/1事故―上記総支払限度額の内枠
・初期対応費用　初期対応費用特約に規定の通り　サブリミット1,000万円
・危機費用　サブリミット500万円
・保釈保証費用　サブリミットであり、支払限度額の10％
・危機管理費用　サブリミット500万円
・ブランド保護対応費用　サブリミット500万円
・緊急防衛費用および緊急調査対応費用　サブリミットであり、支払限度額の10％　（拡充特約7.9）
・免責金額　なし。ただし、法人雇用賠償責任保険は100万円/1事故

2016/5/1 2017/5/1 1,030,000

対象 5 a
専門業務事業者賠償責任保険
(E&O：Errors & Omissions Liability)

1.契約者である学校法人
2.当該学校経営者（役員、理事、監事、評議員を含む）
3.当該学校の教員（臨時教員、教育実習生を含む）
4.職員（3.以外の学校法人等の従業員）
5.当該学校管理下にある教育実習生、ボランティアなど
6.弁護士（学校の運営に対する学校への法律的なアドバイスは
役員や職員の職務として含まれる）

(適用地)全世界
(適用業務)全世界で行われる沖縄科学技術大学院大学学園
の教育活動全般
(損害の範囲)普約6.15に記載の内容（訴訟費用である防衛費
用も含む）

・支払限度額　5,000万円/1事故、年間限度
（支払限度額変更特約にて規定されている、いじめ、肉体的もしくは精神的体罰またはハラスメントに起因する損害賠償の支払限度額も上
記と同様）
・訴訟費用　支払限度額の内枠
・免責金額　10万円/1事故

2016/5/1 2017/5/1 300,000

別表：OIST保険一覧表
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No. 保険の種類 対象 保険内容 開始日 終了日 保険料（円）

別表：OIST保険一覧表

対象 6 a
企業・団体傷害保険
役員損害保険

役員4名

・就業中のみ補償
・死亡後遺障害5,000万円
・入院日額10,000円 (てん補180日)
・通院日額5,000円 (てん補90日)
・手術保険基礎額10,000円 (てん補180日)
・手術補償は入院のときは保険金額の10倍、左記以外のときは保険金額の5倍

2016/7/25 2017/7/25 102,560

対象 7 b 団体総合補償制度費用保険
OIST構内見学会に参加する者全て
イベントに参加する者全て

死亡/後遺障害　10,000千円/1名
入院日額　　　　　 5,000円/1名
通院日額         　3,000円/1名
手術：手術の種類により入院日額の10 倍･20 倍･40 倍
*特定疾病補償限定特約（熱中症・低体温症・脱水症・細菌性食中毒のみ）

2017/4/2 2018/4/1 463,250

対象 7 c 普通傷害保険
リソースセンター主催のイベントに参加する者全て
(Off campus含む)

死亡/後遺障害限度額　10,000千円/1名
入院日額                  　5,000円/1名
通院日額                    3,000円/1名
*レクリエーション　細菌性およびウィルス性食中毒補償特約　加入あり
*熱中症危険補償特約　加入なし

2016/6/26 2017/6/25 44,520

対象 7 d 普通傷害保険
本学に採用されることが決定し(新規被用者)、海外から本学へ
赴任する者およびその家族

死亡/後遺障害限度額　1,000万円
傷害入院　　　　　　　　　　10,000円
傷害通院　　　　　　　　　　 5,000円
携行品損害補償特約　　　　10万円
個人賠償責任補償特約　　   1億円
救援者費用等補償特約　　300万円
※1.海外旅行保険と異なり、疾病は補償されない。
※2.補償開始時点で満 70 歳以上は補償対象外。

2016/7/1 2017/7/1 223,110

対象 8 a 動産総合保険
本学が国内海洋調査にて洋上もしくは海中において使用する
観測・測定機器

保険価額によって定める。(保険価額の70‰)　ただし、損害が生じた保険対象を修理することができるときには、保険価額を限度とし、約款
規定の算式によって算出した額とする。
*縮小支払特約対象：洋上もしくは海上において固定化されずかつ浮遊状態にある観測機器で、回収方法について有線もしくはダイバー回
収以外の方法による観測機本体及びこれに固着する付属機器。
*縮小支払保険金：算出した損害保険金額に50%の縮小支払割合を乗じて得た額。

2017/4/1 2018/4/1 10,816,260

対象 8 b 動産総合保険 マウス付帯 ミニチュア顕微鏡

被保険者：OIST及び米国Inscopix, Inc
保険金額：8,400 千円 （USD75,000 を2016/4/26 現在のレート112 円で換算）
補償内容：オールリスク補償（地震、噴火、津波は補償対象外。その他、免責事項は補償対象外）
主な免責事項：
・保険目的に対する作業上の過失、技術の拙劣に起因する損害（修理、清掃、解体、据付等を含む）
・偶然な外来の事故に直接起因しない保険の目的の電気的または機械的事故
・紛失（マウス脱出等によるものも含む）
・不法に侵入しなかった者により行われた窃盗（本学内部者、外部提携者、イベント参加者等、本学内に入ることを許された者により行われ
た窃盗）
・臨時費用保険金は支払われない（臨時費用保険金の付帯無し）
・日常の使用に伴う消耗や劣化
・台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災
・テロ、戦争、核燃料物質関連に起因する損害（核燃料物質汚染による放射性等を含む）
・吹込み損害（窓が開いている等によって、外の雨・雪・砂・雹等が入り込んだことによる損害）

2016/5/28 2017/5/28 200,510

対象 10 a-1 海外旅行総合保険（JTB以外）

アウトバウンド３ヶ月以内
(補償期間：被保険者が海外旅行の目的をもって住居を出発し
てから住居に帰着するまでの旅行行程のうち、OISTの補償責
任である期間)

1.　本学の業務のため海外へ派遣される本学の役員及び従業
員
2.　本学の業務のため海外から日本へ本学により招聘されるも
の

付与されている特約：傷害死亡・後遺障害保険金(等級表型)
傷害死亡・傷害後遺障害　1,000万円
治療・救援費用　無制限
疾病死亡　1,000万円
賠償責任　10,000万円 (免責金額0円)
携行品損害　10万円(免責金額0円)
航空機寄託手荷物遅延費用　10万円
航空機遅延費用　2万円
*家族総合賠償の自動車賠償責任の免責金額(対人・対物共通、1事故につき)
1)アメリカ・カナダ　2,500万円
2)ヨーロッパ諸国(除・旧共産圏)、オーストラリア、ニュージーランド　1,000万円

2017/4/1 2018/3/31 373,800
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別表：OIST保険一覧表

対象 10 a-2 海外旅行総合保険（JTB以外）

アウトバウンド３ヶ月超
(補償期間：被保険者が海外旅行の目的をもって住居を出発し
てから住居に帰着するまでの旅行行程のうち、OISTの補償責
任である期間)

1.　本学の業務のため海外へ派遣される本学の役員及び従業
員
2.　本学の業務のため海外から日本へ本学により招聘されるも
の

付与されている特約：傷害死亡・後遺障害保険金(等級表型)
傷害死亡・傷害後遺障害　1,000万円
治療・救援費用　無制限
疾病死亡　1,000万円
賠償責任　10,000万円 (免責金額0円)
携行品損害　10万円(免責金額0円)
航空機寄託手荷物遅延費用　10万円
航空機遅延費用　2万円
*家族総合賠償の自動車賠償責任の免責金額(対人・対物共通、1事故につき)
1)アメリカ・カナダ　2,500万円
2)ヨーロッパ諸国(除・旧共産圏)、オーストラリア、ニュージーランド　1,000万円

2017/4/1 2018/3/31 80,000

対象 10 a-3 海外旅行総合保険（JTB以外）

インバウンド
(補償期間：被保険者が海外旅行の目的をもって住居を出発し
てから住居に帰着するまでの旅行行程のうち、OISTの補償責
任である期間)

1.　本学の業務のため海外へ派遣される本学の役員及び従業
員
2.　本学の業務のため海外から日本へ本学により招聘されるも
の

適用されている特約：傷害死亡・後遺障害保険金(等級表型)
傷害死亡・傷害後遺障害　1,000万円
治療・救援費用　無制限
疾病死亡　1,000万円
賠償責任　10,000万円 (免責金額0円)
携行品損害　10万円(免責金額0円)
*盗難等の限度額は携行品損害保険金額に同じ
航空機寄託手荷物遅延費用　10万円
航空機遅延費用　2万円
戦争危険など免責に関する一部修正特約

2017/4/1 2018/3/31 1,038,360

非対象 10 b-1 海外旅行総合保険（JTB）

アウトバウンド
(補償期間：被保険者が旅行行程中(被保険者が日本を出国し
た時から日本に帰国した時)に被った損害
(ただし、旅行期間を延長した者については、その延長期間中)

本学の業務のために、または、本学が開催・企画する研修、授
業、セミナー、ワークショップ、試験、イベント等のために日本か
ら海外へ渡航する本学の理事、評議員、役員、教員、職員、学
生等すべて。

傷害死亡・傷害後遺障害　1,000万円
治療・救援費用　1,000万円
疾病死亡　1,000万円
賠償責任　1億円
携行品損害　10万円
テロ等対応費用　10万円
弁護士費用　100万円

ただし「治療・救援費用」及び「疾病死亡」は、被保険者が 70 才以上かつ保険期間 3 ヶ月以上となる場合、補償対象外。

2017/4/4 2018/4/3 5,200,000

非対象 10 b-2 海外旅行総合保険（JTB）

インバウンド
(補償期間：被保険者が旅行行程(ただし、旅行期間を延長した
者については、その延長期間中)に被った被害等

本学の業務のために、または、本学が開催・招聘する研修、セ
ミナー、ワークショップ、試験、イベント等に参加する目的をもっ
て海外から日本に来日する者すべて。ただし、本学と雇用契約
を結ぶ者およびその家族を除きます。
（客員として雇用する者は被保険者に含めます。）

傷害死亡・傷害後遺障害　1,000万円
治療・救援費用　1,000万円
疾病死亡　1,000万円
賠償責任　1億円
携行品損害　10万円
テロ等対応費用　10万円
弁護士費用　100万円

ただし「治療・救援費用」及び「疾病死亡」は、被保険者が 70 才以上かつ保険期間 3 ヶ月以上となる場合、補償対象外。

2017/4/4 2018/4/3 8,000,000

非対象 11 a 自動車保険 OIST所有車両 全16台 2016/9/1 2017/9/1 1,326,760

非対象 13 家財保険 ビレッジ 各部屋ごとに加入している補償内容参照 別途一覧あり 別途一覧あり -

非対象 14
学生教育研究災害傷害保険
(学研災&学研賠)

学生

学研災害(Aタイプ)
死亡保険金(正課中)　2,000万円、(その他)　1,000万円
医療保険金 治療日数によって保険金額変動 (パンフレット参照)
接触感染予防保険金(臨床実習中)　1事故につき15,000円

学研賠(Aコース)
対人賠償・対物賠償　対人賠償と対物賠償合わせて1事故につき1億円(免責0円)

2016/4/1
2016/9/1

2017/3/31
2017/8/31

254,320


