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役員・役職者等

経営協議会  （令和4年4月1日現在）

学内委員

氏名 職名 任期

湊 長博 総長 R2.10.1～R8.9.30
稲垣 恭子 理事 R2.10.1～R4.9.30
北村 隆行 理事 R2.10.1～R4.9.30
時任 宣博 理事 R2.10.1～R4.9.30
野崎 治子 理事 R4.  4.1～R6.3.31
平島 崇男 理事 R2.10.1～R4.9.30
村上 章 理事 R2.10.1～R4.9.30
村中 孝史 理事 R2.10.1～R4.9.30
木津 祐子 文学研究科長 R4.  4.1～R4.9.30
岩井 一宏 医学研究科長 R3.  4.1～R4.9.30
勝見 武 地球環境学堂長 R2.10.1～R4.9.30
中北 英一 防災研究所長 R3.  4.1～R4.9.30

学外委員

氏名 所属・職名 任期

天野 玲子 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構監事 R2.10.1～R4.9.30
安藤 慶明 国立研究開発法人防災科学技術研究所理事 R2.10.1～R4.9.30
門川 大作 京都市長 R2.10.1～R4.9.30
木村 宏 日本たばこ産業株式会社社友 R2.10.1～R4.9.30
佐藤 禎一 元ユネスコ日本政府代表部特命全権大使 R2.10.1～R4.9.30
多田 正世 住友ファーマ株式会社取締役会長 R2.10.1～R4.9.30
立花 貞司 学校法人名城大学理事長 R2.10.1～R4.9.30
玉尾 皓平 公益財団法人豊田理化学研究所所長 R2.10.1～R4.9.30
中西 友子 星薬科大学学長 R2.10.1～R4.9.30
西脇 隆俊 京都府知事 R2.10.1～R4.9.30
長谷川 眞理子 総合研究大学院大学学長 R2.10.1～R4.9.30
平野 俊夫 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構理事長 R2.10.1～R4.9.30
平野 信行 株式会社三菱UFJ銀行特別顧問 R2.10.1～R4.9.30
村尾 和俊 西日本電信電話株式会社相談役 R2.10.1～R4.9.30

役員  （令和4年4月1日現在）

氏名 職名 担当 特命事項・その他の所掌事項 任期

湊 長博 総長 R2.10.1～R8.9.30
稲垣 恭子 理事（副学長） 男女共同参画、国際、渉外（基金・同窓会） 125周年事業 R2.10.1～R4.9.30
北村 隆行 理事（副学長） 研究倫理、研究公正、研究規範 監査、研究費不正対応事務 R2.10.1～R4.9.30
久能 祐子 ※ 理事 国際渉外、海外同窓会 R2.10.1～R4.9.30
澤田 拓子 ※ 理事 オープンイノベーション R4.  4.1～R6.3.31
時任 宣博 理事（副学長） 研究、評価 競争的研究資金戦略、中期計画、年度計画 R2.10.1～R4.9.30
野崎 治子 理事 広報、地域貢献・社会発信 職員研修 R4.  4.1～R6.3.31
平島 崇男 理事（副学長） 教育、情報、図書館 R2.10.1～R4.9.30

村上 章 理事（副学長） 人事、財務、施設、入試、産官学連携 資産管理・運用、財源確保・創出、
キャンパス計画・整備、交通 R2.10.1～R4.9.30

村中 孝史 理事（プロボスト、副学長） 戦略調整、企画、学生、環境安全保健、総務 将来計画、学生国際交流、厚生補導 R2.10.1～R4.9.30

副学長  （令和4年4月1日現在）

氏名 担当 特命事項・その他の所掌事項 任期

有賀 哲也 教育改革（ELCAS、特色入試） R2.10.1～R4.9.30
宇佐美 文理 教育推進（人文学） R2.10.1～R4.9.30
江上 雅彦 教育推進（国際） R2.10.1～R4.9.30
北村 雅史 法務・コンプライアンス、危機管理 服務、人権 R3.10.1～R4.9.30
河野 泰之 国際戦略 R2.10.1～R4.9.30
杉野目 道紀 大学院横断教育 R2.10.1～R4.9.30
髙倉 喜信 教育推進（医薬） R2.10.1～R4.9.30
引原 隆士 情報戦略 R3.  4.1～R4.9.30
宮川 恒 共通教育 R2.10.1～R4.9.30
宮本 享 病院経営 R2.10.1～R4.9.30

監事  （令和4年4月1日現在）

氏名 現職等 任期

山口 佳三 元北海道大学総長 R2.9.1～R6.8.31
西村 義明 ※ 住友理工株式会社特別顧問 R2.9.1～R6.8.31

副理事  （令和4年4月1日現在）

氏名 担当 任期

椹木 哲夫 桂キャンパス R3.4.1～R5.3.31
中北 英一 宇治・遠隔地キャンパス R4.4.1～R5.3.31
佐藤 昭博 労務、事務改革、報道対応、コロナ対応総括 R4.4.1～R4.9.30
駒村 正章 企画調整   R4.4.1～R4.9.30

※非常勤

※非常勤
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理事補  （令和4年4月1日現在）

氏名 補佐する理事 任期

横山 美夏 男女共同参画担当理事、国際担当理事 R2.10.  1～R4.9.30
北島 薫 国際担当理事 R4.  4.  1～R4.9.30
蓮尾 昌裕 男女共同参画担当理事、研究公正担当理事 R2.10.  1～R4.9.30
伊佐 正 研究規範担当理事 R2.11.16～R4.9.30

上杉 志成 研究担当理事、評価担当理事、
産官学連携担当理事 R2.10.  1～R4.9.30

田中 勝久 研究担当理事、評価担当理事、
産官学連携担当理事 R2.10.  1～R4.9.30

松浦 健二 研究担当理事、評価担当理事、
産官学連携担当理事 R4.  4.  1～R4.9.30

佐藤 卓巳 広報担当理事 R2.10.  1～R4.9.30

氏名 補佐する理事 任期

髙田 彰二 教育担当理事 R2.10.1～R4.9.30
若井 克俊 財務担当理事 R2.10.1～R4.9.30
毛利 透 入試担当理事 R2.10.1～R4.9.30
金多  隆 施設担当理事 R3.  4.1～R4.9.30
出口 康夫 ※ 戦略調整担当理事 R2.10.1～R4.9.30
土井 真一 ※ 戦略調整担当理事 R2.10.1～R4.9.30
萩原 正敏 ※ 戦略調整担当理事 R2.10.1～R4.9.30
佐藤 健司 学生担当理事 R2.10.1～R4.9.30
八木 知己 学生担当理事 R2.10.1～R4.9.30
笠井 正俊 総務担当理事 R3.10.1～R4.9.30

※副プロボスト

総長顧問  （令和4年4月1日現在）

氏名 所属・職名 任期

稲盛 和夫 京セラ株式会社名誉会長 R2.10.1～R4.9.30
奥 正之 株式会社三井住友フィナンシャルグループ名誉顧問 R2.10.1～R4.9.30
永守 重信 日本電産株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者 R2.10.1～R4.9.30

総長特別補佐  （令和4年4月1日現在）

氏名 所属・職名 任期

大西 有三 京都大学名誉教授 R2.10.1～R4.9.30
沼田 英治 京都大学名誉教授 R3.  4.1～R4.9.30

総長 湊 長博
理事 稲垣 恭子
理事 北村 隆行
理事 久能 祐子
理事 澤田 拓子
理事 時任 宣博
理事 野崎 治子
理事 平島 崇男
理事 村上 章
理事 村中 孝史
文学研究科長 木津 祐子
文学研究科 出口 康夫
文学研究科 永盛 克也
教育学研究科長 楠見 孝
教育学研究科 高山 敬太
教育学研究科 佐藤 卓巳
法学研究科長 塩見 淳
法学研究科 唐渡 晃弘
法学研究科 酒井 啓亘
経済学研究科長 依田 高典
経済学研究科 諸富 徹
経済学研究科 神事 直人
理学研究科長 國府 寛司
理学研究科 高橋 淑子

理学研究科 田中 耕一郎
医学研究科長 岩井 一宏
医学研究科 萩原 正敏
医学研究科 宮本 享
薬学研究科長 竹本 佳司
薬学研究科 竹島 浩
薬学研究科 石濱 泰
工学研究科長 椹木 哲夫
工学研究科 杉野目 道紀
工学研究科 岸田 潔
農学研究科長 澤山 茂樹
農学研究科 秋津 元輝
農学研究科 北島 薫 
人間・環境学研究科長 浅野 耕太
人間・環境学研究科 齋木 潤
人間・環境学研究科 宮下 英明
エネルギー科学研究科長 平藤 哲司
エネルギー科学研究科 今谷 勝次
アジア・アフリカ地域研究研究科長 竹田 晋也
アジア・アフリカ地域研究研究科 山越 言
情報学研究科長 河原 達也
情報学研究科 太田 快人
生命科学研究科長 福澤 秀哉
生命科学研究科 上村 匡

総合生存学館長 積山 薫
総合生存学館 池田 裕一
地球環境学堂長 勝見 武
地球環境学堂 宇佐美 誠
公共政策連携研究部長 待鳥 聡史
経営管理研究部長 澤邉 紀生
化学研究所長 青山 卓史
人文科学研究所長 稲葉 穣
医生物学研究所長 河本 宏
エネルギー理工学研究所長 森井 孝
生存圏研究所長 山本 衛
防災研究所長 中北 英一
基礎物理学研究所長 青木 愼也
経済研究所長 西山 慶彦
数理解析研究所長 小野 薫
複合原子力科学研究所長 中島 健
東南アジア地域研究研究所長 三重野 文晴
iPS細胞研究所長 髙橋 淳
学術情報メディアセンター長 岡部 寿男
生態学研究センター長 中野 伸一
フィールド科学教育研究センター長 朝倉 彰
ヒト行動進化研究センター長 中村 克樹
国際高等教育院長 宮川 恒
附属図書館長 引原 隆士

総長主席学事補佐  （令和4年4月1日現在）

氏名 所属・職名 任期

佐藤 卓巳 京都大学教育学研究科教授 R2.10.1～R4.9.30
松田 文彦 京都大学医学研究科附属ゲノム医学センター教授 R2.10.1～R4.9.30

教育研究評議会評議員  （令和4年4月1日現在）
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部局長等 （令和4年4月1日現在）

部局

大学院文学研究科・文学部

研究科長・学部長 木津 祐子
　文化遺産学・人文知連携センター長 磯貝 健一
　事務長 上野山 諭
大学院教育学研究科・教育学部

研究科長・学部長 楠見 孝
　臨床教育実践研究センター長 田中 康裕
　事務長 廣中 理絵
大学院法学研究科・法学部

研究科長・学部長 塩見 淳
　法政策共同研究センター長 山本 敬三
　事務長 山本 守雄
大学院経済学研究科・経済学部

研究科長・学部長 依田 高典
　プロジェクトセンター長 若井 克俊
　東アジア経済研究センター長 劉 徳強
　事務長 奥村 孝弘
大学院理学研究科・理学部

研究科長・学部長 國府 寛司
　天文台長 横山 央明
　地磁気世界資料解析センター長 松岡 彩子
　地球熱学研究施設長 大倉 敬宏
　サイエンス連携探索センター長 有賀 哲也
　事務長 八木 清隆
　副事務長 榎本 賢也
大学院医学研究科・医学部

研究科長・学部長 岩井 一宏
　動物実験施設長 浅野 雅秀
　先天異常標本解析センター長 玉木 敬二
　総合解剖センター長 玉木 敬二
　脳機能総合研究センター長 伊佐 正
　ゲノム医学センター長 松田 文彦
　医学教育・国際化推進センター長 岩井 一宏
　がん免疫総合研究センター長 本庶 佑
　医療DX教育研究センター長 黒田 知宏
　事務部長 河野矢 英成
　総務企画課長 神德 啓之
　教務課長 雪本 伸雄
医学部附属病院

病院長 宮本 享
　事務部長 久保 公四郎
　総務課長 一條 敬一
　総務課総合臨床教育・研修担当課長 荒谷 裕美
　経営管理課長 乾 浩典
　経理・調達課長 小野 太
　医務課長 西井 美歩
　医療サービス課長 山本 誠
　臨床研究戦略課長 藤村 浩樹
　新病院整備推進室長 小菅 将文
大学院薬学研究科・薬学部

研究科長・学部長 竹本 佳司
　薬用植物園長 竹本 佳司
　統合薬学教育開発センター長 竹本 佳司
　事務長 谷川 徹
大学院工学研究科・工学部

研究科長・学部長 椹木 哲夫
　光・電子理工学教育研究センター長 野田 進
　流域圏総合環境質研究センター長 清水 芳久
　量子理工学教育研究センター長 高木 郁二

　桂インテックセンター長 杉野目 道紀
　情報センター長 村上 定義
　環境安全衛生センター長 松田 建児
　工学基盤教育研究センター長 横峯 健彦
大学院農学研究科・農学部

研究科長・学部長 澤山 茂樹
　農場長 丸山 伸之
　牧場長 南 直治郎
　事務長 濱中 裕之
　副事務長 半田 智子
大学院人間・環境学研究科・総合人間学部

研究科長・学部長 浅野 耕太
　事務長 坂本 雄美
　副事務長 大野 広道
大学院エネルギー科学研究科

研究科長 平藤 哲司
　事務長 平田 美穂
大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

研究科長 竹田 晋也
　事務長 宇野 圭助
大学院情報学研究科

研究科長 河原 達也
　事務長 井本 憲
大学院生命科学研究科

研究科長 福澤 秀哉
　放射線生物研究センター長 原田 浩
　生命動態研究センター長 松田 道行
　事務長 小川 交洋
総合生存学館

学館長 積山 薫
　事務長 上根 勝
大学院地球環境学堂・地球環境学舎

学堂長・学舎長 勝見 武
　三才学林長 舟川 晋也
　事務長 平野 彰人
大学院公共政策連携研究部・公共政策教育部

研究部長・教育部長 待鳥 聡史
大学院経営管理研究部・経営管理教育部

研究部長・教育部長 澤邉 紀生
　経営研究センター長 若林 直樹
化学研究所

所長 青山 卓史
　先端ビームナノ科学センター長 若杉 昌德
　元素科学国際研究センター長 中村 正治
　バイオインフォマティクスセンター長 緒方 博之
　事務長 井上 忠士
人文科学研究所

所長 稲葉 穣
　東アジア人文情報学研究センター長 池田 巧
　現代中国研究センター長 石川 禎浩
　事務長 佐伯 賢治
医生物学研究所

所長 河本 宏
　感染症モデル研究センター長 朝長 啓造
　再生実験動物施設長 近藤 玄
　ヒトES細胞研究センター長 永樂 元次
　事務長 藤井 稔久
エネルギー理工学研究所

所長 森井 孝
　エネルギー複合機構研究センター長 片平 正人
　事務長 結城 美和

生存圏研究所

所長 山本 衛
　生存圏未来開拓研究センター長 五十田 博
　事務長 野村 俊介
防災研究所

所長 中北 英一
　巨大災害研究センター長 畑山 満則
　地震予知研究センター長 澁谷 拓郎
　火山活動研究センター長 井口 正人
　斜面災害研究センター長 王 功輝
　流域災害研究センター長 藤田 正治
　水資源環境研究センター長 堀 智晴
　事務長 森下 直也
基礎物理学研究所

所長 青木 愼也
　事務長 谷内 秀樹
経済研究所

所長 西山 慶彦
　複雑系経済研究センター長 新後閑 禎
　事務長 馬渕 光正
数理解析研究所

所長 小野 薫
　計算機構研究施設長 長谷川 真人
　事務長 奥山 諭
複合原子力科学研究所

所長 中島 健
　粒子線腫瘍学研究センター長 鈴木 実
　安全原子力システム研究センター長 齊藤 泰司
　事務長 山手 章浩
東南アジア地域研究研究所

所長 三重野 文晴
　事務長 宇野 圭助
iPS細胞研究所
所長 髙橋 淳
　事務長 岸下 智行
　副事務長 奥村 東
附属図書館

館長 引原 隆士
　宇治分館長 渡邊 隆司
　事務部長 杉田 茂樹
　図書館企画課長 山中 節子
　学術支援課長 冨岡 達治
　利用支援課長 伊原 尚子
学術情報メディアセンター

センター長 岡部 寿男
生態学研究センター

センター長 中野 伸一
　事務長 半田 智子
野生動物研究センター

センター長 伊谷 原一
　事務長 川邉 博之
高等教育研究開発推進センター

センター長 飯吉 透
総合博物館

館長 永益 英敏
　事務長 馬渕 光正
フィールド科学教育研究センター

センター長 朝倉 彰
　事務長 尾田 直之
福井謙一記念研究センター

センター長 佐藤 啓文
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　事務長 野田 航多
ヒト行動進化研究センター

センター長 中村 克樹
　人類進化モデル研究センター長 大石 高生
　国際共同先端研究センター長 足立 幾磨
　事務長 嶌村 克　
教育院等

国際高等教育院長 宮川 恒
　国際学術言語教育センター長 宮川 恒
　日本語・日本文化教育センター長 宮川 恒

　データ科学イノベーション教育
　研究センター長 山本 章博

大学院教育支援機構長 江上 雅彦
国際・共通教育推進部長 大柿 泰章
　国際教育交流課長 白石 賢一
　留学生支援課長 梶 佐知子
　共通教育推進課長 北山 広喜
学生総合支援機構長 髙倉 喜信
環境安全保健機構長 吉﨑 武尚
情報環境機構長 引原 隆士
図書館機構長 引原 隆士
産官学連携本部長 室田 浩司
オープンイノベーション機構長 阿曽沼 慎司
国際戦略本部長 河野 泰之
人と社会の未来研究院長 宇佐美 文理
大学文書館長 伊藤 孝夫
高等研究院

高等研究院長 森 重文
　事務長 常深 裕之
　副事務長 岡田 健志
その他の学内組織

アフリカ地域研究資料センター長 高橋 基樹
白眉センター長 赤松 明彦
学際融合教育研究推進センター長 時任 宣博
研究連携基盤長 辻井 敬亘
学術研究支援室長 石川 冬木
高大接続・入試センター長 有賀 哲也
男女共同参画推進本部長 稲垣 恭子
学域、学系 
人文・社会科学域長 依田 高典
自然科学域長 木本 恒暢
医・薬学域長 伊佐 正
学際学域長 東長 靖
文学系長 木津 祐子
教育学系長 楠見 孝
法学系長 塩見 淳
経済学系長 依田 高典
人文学系長 稲葉 穣
統合経済学系長 西山 慶彦
数学系長 池田 保
物理・宇宙物理学系長 山本 潤
地球惑星科学系長 下林 典正
純正化学系長 依光 英樹
生物科学系長 中川 尚史
地球工学系長 小池 克明
建築学系長 大﨑 純
物理工学系長 村上 定義
電気電子工学系長 木本 恒暢
工業化学系長 佐野 紀彰
農学資源経済学系長 栗山 浩一
農芸化学系長 阪井 康能

生物生産環境学系長 近藤 直
応用生物学系長 横井 伯英
エネルギー科学系長 平藤 哲司
情報学系長 木上 淳
生命科学系長 河内 孝之
統合化学系長 青山 卓史
医生物学系長 河本 宏
エネルギー理工学系長 森井 孝
生存圏科学系長 山本 衛
防災学系長 中北 英一
基礎物理学系長 青木 愼也
数理解析学系長 玉川 安騎男
複合原子力科学系長 中島 健
生態フィールド学系長 木庭 啓介
基礎・社会医学系長 伊佐 正
臨床医学系長 伊達 洋至
人間健康科学系長 足立 壯一
薬学系長 竹本 佳司
iPS細胞学系長 髙橋 淳
人間・環境学系長 浅野 耕太
地域研究学系長 東長 靖
事務本部

総務部長 佐藤 昭博
渉外担当部長 横山 陽一
　総務課長 坂本 亜紀子
　企画管理主幹 村田 諭
　法務室長 井上 雅子
　広報課長 赤石 敦一
　渉外課長 永野 武彦
人事部長 佐藤 昭博
　人事・労務課長 渡邉 正和

　人事・労務課人事給与
　マネジメント改革推進室長 辻 謙治

　職員育成課長 谷川 嘉奈子
企画部長 駒村 正章
　企画部次長 野田 稔貴
　企画部IR推進室長（兼） 野田 稔貴
　企画課長 永田 憲司
　国際交流課長 小根田 基子
情報部長 中澤 和紀
　情報推進課長（兼） 中澤 和紀
　情報基盤課長 石橋 由子
財務部長 田上 雄一朗
　財務課長 田畑 潤司
　監理課長 森川 達志
　経理課長 中尾 浩行
施設部長 新保 昌人
　施設企画課長 中村 俊弘
　環境安全保健課長 藤澤 雅章
　整備課長 佐々木 康裕
　管理課長 吉川 正紀
　プロパティ運用課長 佐賀 祐次郎
教育推進・学生支援部長　 八島 崇
　教育推進・学生支援部次長 瀧本 健
　学生課長（兼） 瀧本 健
　学生課就職支援事務室長 廣瀨 泰子
　厚生課長 道上 吾朗
　教務企画課長 高久 和也
　入試企画課長 大西 伸広
研究推進部長 土井 大輔
　研究推進部次長 谷村 隆昌

　研究推進課長 髙橋 裕幸
　産官学連携課長（兼） 谷村 隆昌
　産官学連携課連携推進室長 作田 真二
プロボストオフィス室長（兼） 駒村 正章
　プロボストオフィス担当課長 植木 純一
　プロボストオフィス副室長（兼） 植木 純一
　プロボストオフィス副室長（兼） 永田 憲司
公正調査監査室担当部長 松村 一矢
　公正調査監査室担当課長 白神 照広
　公正調査監査室長（兼） 松村 一矢
　公正調査監査室副室長（兼） 白神 照広

不正防止実施本部事務・DX推進室
担当課長 池田 竜也

共通事務部

本部構内（文系）共通事務部

事務部長 山本 守雄
　次長 上野山 諭
　総務課長 廣中 理絵
　経理課長 奥村 孝弘
　図書担当課長 山中 節子
本部構内（理系）共通事務部

事務部長 井本 憲
　次長 小川 交洋
　企画戦略課長 平野 彰人
　経理課長 平田 美穂
吉田南構内共通事務部

事務部長 大柿 泰章
　次長 坂本 雄美
　総務課長 大野 広道
　経理課長 岡田 健志
医学・病院構内共通事務部

事務部長 河野矢 英成
　経理・研究協力課長 山﨑 宏記
南西地区共通事務部

事務部長 藤井 稔久
　総務課長 宇野 圭助
　研究協力課長 奥村 東
　経理課長 谷川 徹
北部構内事務部

事務部長 八木 清隆
　次長 濱中 裕之
　総務課長 榎本 賢也
　管理課長 谷内 秀樹
　経理課長 奥山 諭
　施設安全課長 川邉 博之
　教務・図書課長 尾田 直之
宇治地区事務部

事務部長 廣瀨 幸司
　総務課長 井上 忠士
　経理課長 結城 美和
　研究協力課長 森下 直也
　施設環境課長 野村 俊介
桂地区（工学研究科）事務部

事務部長 梶村 正治
　総務課長　 野田 航多
　管理課長 馬場 勉
　経理課長 山口 悟
　教務課長 幣 真由美
　学術協力課長 南口 敬司


