
区分 相談窓口 TEL

補助金関係（個人補助関係） 研究推進部研究推進課研究助成掛 075-753-2579

補助金関係（機関補助関係） 研究推進部研究推進課研究支援掛 075-753-2081

産官学連携関係（受託研究関係）
産官学連携関係（共同研究・学術指導関係）

研究推進部産官学連携課共創プロジェクト推進掛
研究推進部産官学連携課産業・地域連携掛

075-753-9726
075-753-9183

国際関係（日本学術振興会事業関係） 研究推進部研究推進課研究助成掛 075-753-2579

教育関係 国際・共通教育推進部共通教育推進課プロジェクト推進室 075-753-7499 

部局名 資金区分 詳細区分 相談窓口 TEL

本学において管理する競争的研究費等に関し、使用ルールや事務手続き等についての相
談に対応するため、以下のとおり相談窓口を設置しています。

本部等窓口

部局窓口

相 談 窓 口 一 覧

文学研究科／文学部

教育学研究科／教育学部

法学研究科／法学部

経済学研究科／経済学部

公共政策連携研究部・教育部

経営管理研究部・教育部

人文科学研究所

経済研究所

総合博物館

学生総合支援機構

人と社会の未来研究院

大学文書館

全般
本部構内（文系）共通事務部
経理課 外部資金掛

075-753-6905

国際関係

申請
本部構内（文系）共通事務部
総務課 総務・国際掛

075-753-2463

受入・執行・
報告

本部構内（文系）共通事務部
経理課 外部資金掛

075-753-6905

エネルギー科学研究科

情報学研究科

生命科学研究科

地球環境学堂・学舎

学術情報メディアセンター

大学院横断教育プログラム推進セ
ンター（デザイン学リーディング大
学院・社会を駆動するプラット
フォーム学卓越大学院プログラ
ム）

補助金 全般
本部構内（理系）共通事務部
経理課 研究支援掛（補助金担当）

075-753-4744

受託研究
受託事業
共同研究
寄附金

全般
本部構内（理系）共通事務部
経理課 研究支援掛（外部資金担当）

075-753-5017

国際関係

受入・経理

本部構内（理系）共通事務部
経理課 研究支援掛（補助金担当）
本部構内（理系）共通事務部
経理課 研究支援掛（外部資金担当）

075-753-4744
075-753-5017

申請
本部構内（理系）共通事務部
企画戦略課 総務調整掛

075-753-5004



部局名 資金区分 詳細区分 相談窓口 TEL

化学研究所

エネルギー理工学研究所

生存圏研究所

防災研究所

補助金
受託事業(JSPSの
み)
寄附金

受入
宇治地区事務部
研究協力課 補助金掛

0774-38-3399

執行
宇治地区事務部
研究協力課 外部資金執行掛

0774-38-3361

受託研究
受託事業(JSPS以
外)
共同研究

受入
宇治地区事務部
研究協力課 産学連携掛

0774-38-3358

執行
宇治地区事務部
研究協力課 外部資金執行掛

0774-38-3361

医学研究科／医学部

医学部附属病院

学際融合教育研究推進センター
（政策のための科学ユニット）

大学院横断教育プログラム推進セ
ンター（メディカルイノベーション卓
越大学院）

科学研究費補助金 申請・執行・報告
医学・病院構内共通事務部
経理・研究協力課 科学研究費掛

075-753-4685

機関経理補助金

橋渡しﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・臨床研
究中核病院 受入・報告

医学部附属病院
臨床研究戦略課 研究推進掛

075-751-4899

上記以外の受入・報告

（診療を除く）
医学研究科
総務企画課 研究推進掛

075-753-9301

（診療）
医学部附属病院
経営管理課 経営管理掛

075-751-4918

執行
医学・病院構内共通事務部
経理・研究協力課 寄附金・補助金掛

075-753-4460

受託研究
受託事業
共同研究

受入・報告
医学・病院構内共通事務部
経理・研究協力課 外部資金受入掛

075-753-9319

執行
医学・病院構内共通事務部
経理・研究協力課 外部資金執行掛

075-753-9483

企業治験 受入・執行・報告
医学部附属病院
臨床研究戦略課
倫理支援・利益相反掛

075-751-3120

寄附金

申請
（医学研究科長推薦）

医学研究科
総務企画課 研究推進掛

075-753-9301

申請
（病院長推薦）

医学部附属病院
臨床研究戦略課 研究推進掛

075-751-4899

受入・執行・報告
医学・病院構内共通事務部
経理・研究協力課 寄附金・補助金掛

075-753-4460

日本学術振興会国
際交流事業

申請・報告
医学・病院構内共通事務部
経理・研究協力課 国際掛

075-753-9529

人間・環境学研究科／
総合人間学部

総合生存学館

国際高等教育院

高等研究院

受託研究
受託事業
共同研究
補助金

受入・報告・執行
吉田南構内共通事務部
経理課 外部資金掛

075-753-6588

寄附金

受入・報告
吉田南構内共通事務部
経理課 外部資金掛

075-753-6588

執行
吉田南構内共通事務部
経理課 経理掛

075-753-6515

機関経理補助金

受入・報告
吉田南構内共通事務部
経理課 財務掛

075-753-9345

執行
吉田南構内共通事務部
経理課 外部資金掛

075-753-6588



部局名 資金区分 詳細区分 相談窓口 TEL部局名 資金区分 詳細区分 相談窓口 TEL

複合原子力科学研究所

全般

複合原子力科学研究所 財務掛 072-451-2320

補助金

科研費申請

その他補助金申請

受入・報告

執行・報告 複合原子力科学研究所 契約管理掛 072-451-2321

受託研究
受託事業

申請（競争的研究
費） 複合原子力科学研究所 財務掛 072-451-2320

受入

執行・報告 複合原子力科学研究所 契約管理掛 072-451-2321

共同研究
寄附金

受入 複合原子力科学研究所 財務掛 072-451-2320

執行・報告 複合原子力科学研究所 契約管理掛 072-451-2321

薬学研究科／薬学部

アジア・アフリカ地域研究研究科

医生物学研究所

東南アジア地域研究研究所

iＰＳ細胞研究所

アフリカ地域研究資料センター

全般
南西地区共通事務部
経理課 管理掛

075-366-7141

寄附金
南西地区共通事務部
経理課 運営費・寄附金掛

075-366-7148

受託研究・受託事
業・共同研究

受入
南西地区共通事務部
研究協力課 産学連携受入掛

075-366-7119

執行・報告
南西地区共通事務部
研究協力課 産学連携経理掛

075-366-7123

補助金
南西地区共通事務部
研究協力課 補助金掛

075-366-7120

機関経理補助金
南西地区共通事務部
研究協力課 補助金掛

075-366-7120



部局名 資金区分 詳細区分 相談窓口 TEL

生態学研究センター 全般
北部構内事務部
経理課 生態学研究センター経理掛

077-549-8200

理学研究科／理学部

数理解析研究所

野生動物研究センター

学際融合教育研究推進センター
（宇宙総合学研究ユニット）

大学院横断教育プログラム推進セ
ンター（霊長類学・ワイルドライフ
サイエンス・リーディング大学院）

補助金

公募申請
北部構内事務部
管理課 研究推進掛

075-753-6412

交付申請・執行
報告

北部構内事務部
経理課 科学研究費等補助金掛

075-753-3625

受託研究
受託事業
共同研究

公募申請
北部構内事務部
管理課 研究推進掛

075-753-6412

受入・執行・報告
北部構内事務部
経理課 産官学連携掛

075-753-6006

寄附金（助成金を
含む）

公募申請
北部構内事務部
管理課 研究推進掛

075-753-6412

受入・執行
北部構内事務部
経理課 運営費・寄附金掛

075-753-3610

日本学術振興会国
際交流事業

公募申請
北部構内事務部
国際室

075-753-7660

受入・執行・報告
北部構内事務部
経理課 産官学連携掛

075-753-6006

農学研究科／農学部

基礎物理学研究所

フィールド科学教育研究センター

補助金

公募申請
北部構内事務部
管理課 研究推進掛

075-753-6412

交付申請・執行
報告

北部構内事務部
経理課 科学研究費等補助金掛

075-753-3625

受託研究
受託事業
共同研究

公募申請
北部構内事務部
管理課 研究推進掛

075-753-6412

受入・執行・報告
北部構内事務部
経理課 産官学連携掛

075-753-6006

寄附金（助成金を
含む）

公募申請
北部構内事務部
管理課 研究推進掛

075-753-6412

受入・執行
北部構内事務部
経理課 運営費・寄附金掛

075-753-6418

日本学術振興会国
際交流事業

公募申請
北部構内事務部
国際室

075-753-7660

受入・執行・報告
北部構内事務部
経理課 産官学連携掛

075-753-6006

ヒト行動進化研究センター 全般
北部構内事務部
経理課 ヒト行動進化研究センター研
究助成掛

0568-63-0517



部局名 資金区分 詳細区分 相談窓口 TEL

附属図書館 全般
附属図書館
図書館企画課 図書館企画掛

075-753-2615

環境安全保健機構 全般 施設部 環境安全保健課 機構事務掛 075-753-2366

情報環境機構 全般 情報部 情報推進課 財務掛 075-753-7403

国際戦略本部 全般 企画部 国際交流課 国際企画掛 075-753-2045

白眉センター 全般 白眉センター 075-753-2398

高大接続・入試センター 全般 教育推進・学生支援部 入試企画課 075-753-2525

工学研究科／工学部

福井謙一記念研究センター

大学院横断教育プログラム推進
センター（卓越大学院プログラム
「先端光・電子デバイス創成学」）

全般
桂地区（工学研究科）事務部
管理課 財務分析・評価掛

075-383-2033

科研費等個人補
助金

全般
桂地区（工学研究科）事務部
学術協力課 補助金掛

075-383-2020

機関経理補助金 全般
桂地区（工学研究科）事務部
学術協力課 補助金掛

075-383-2020

受託研究

全般

桂地区（工学研究科）事務部
学術協力課 産学連携掛

桂地区（工学研究科）事務部
学術協力課 産学交流掛

075-383-2068

075-383-2060

受託事業

共同研究

寄附金

受入
各種研究助成金応募

桂地区（工学研究科）事務部
学術協力課 研究・国際支援掛

075-383-2056

執行
桂地区（工学研究科）事務部
経理課 運営費・寄附金掛

075-383-3120

産官学連携本部

受託研究

受入
研究推進部
産官学連携課 共創プロジェクト推進掛

075-753-9726

執行
研究推進部
産官学連携課 知的財産・財務掛

075-753-7599

共同研究
寄附金

受入
研究推進部
産官学連携課 産業・地域連携掛

075-753-9183

執行
研究推進部
産官学連携課 知的財産・財務掛

075-753-7599

科研費
研究推進部
産官学連携課 知的財産・財務掛

075-753-7599

革新型蓄電池プロジェクト(RISING3) 革新型蓄電池プロジェクト 支援事務室 0774-38-4963

学際融合教育研究推進センター
（ナノテクノロジーハブ拠点ユニット）

全般 ナノテクノロジーハブ拠点 事務室 075-753-5645

オープンイノベーション機構 全般
研究推進部
産官学連携課 産業・地域連携掛

075-753-9183


