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京都大学競争的研究費等不正防止計画　　　令和３・４年度実施計画（教育・啓発） 別表 1
・・・事務本部実施　　　　 ・・・部局実施 ・・・コンプライアンス教育　　　　 ・・・啓発活動

対象者 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 備考

役　員

※ 1　e-Learning 研修・理解度
チェックは正答率が 8割未満の
場合は、再受講が必要となるシ
ステムとなっている。

※ 2　誓約書を未提出の場合、
競争的研究費等の受入れ手続き
や予算の執行を留保することと
なっている。

e-Learning 研修
理解度チェックの分析・検証
研修内容の見直し

分析・評価・リスクマネジ
メントの実施
不正防止計画改訂案の策定
研修内容の見直し

※ 3　教職員の意識改革に資す
る実効性のある取組を検討する
ため、緊急アンケート調査を行
う。アンケート調査結果の分析・
評価を踏まえ、本学の潜在的な
リスクや組織風土の問題点に対
するリスクマネジメントを行い、
不正防止計画改定案の策定、研
修内容の見直しを行う。

※４　「研究費不正防止啓発月
間」を設定し、全部局キャラバ
ンの実施の目的を構成員に意識
させるとともに、ポスターやポー
タルサイト等における啓発を行
う。

※ 5　不正防止実施本部会議に
おいて、不正防止計画の策定、
不正使用の発生要因に対する改
善策の策定、競争的研究費に係
る行動規範を浸透させるための
方策の策定を行う。また、上記
の実施状況の把握及び検討を不
正防止推進室で行う。

部局長等

※ 6　新任部局長等がコンプラ
イアンス教育を主導する責務を
果たすために必要となる情報を
共有し、管理監督者として求め
られる知識を習得させる。

e-Learning 研修
理解度チェックの分析・検証
研修内容の見直し

分析・評価・リスクマネジ
メントの実施
不正防止計画改訂案の策定
研修内容の見直し

※ 7　部局長会議で部局長にコン
プライアンス教育の重要性につい
て の 啓 発 を 行 う。 同 時 に、
e-Learning 研 修 開 始 の 周 知、
e-Learning 研修の受講状況報告
を行い、受講対象者が確実に受講
するよう要請を行う。また部局長
に対して、教職員採用時のハンド
ブックの配付及び研修の受講、誓
約書提出の徹底を通知する。

分析・評価
研修内容の見直し

※ 8　研究公正担当理事は、全
部局に出向く「全部局キャラバ
ン」を実施し、不正防止計画及
び再発防止策が適切に実施され
ているか、モニタリングを実施
するとともに、部局長と意見交
換を行い、その中で把握した課
題について不正防止推進室に報
告する。

【毎年度実施】
研究費使用ハンドブッ
ク配付（1月）
会計手続き等、適正な
執行に関する知識を習
得させる。

【毎年度実施】
e-Learning研修・理解度チェッ
ク・意識調査アンケート実施
（1月～3月）※１
会計手続き等、適正な執行に関
する知識を習得させる。

【毎年度実施】
誓約書提出（1月～3月）※２

【令和3年度】
教職員の研究費に対す
る公正意識に関する緊
急アンケート調査
（6月）※３ 【毎年度実施】

研究費不正防止啓発月間
（11月～ 12月）※４
全構成員に継続的な啓
発活動を行う。

【毎年度実施】
会計経理内部監査結果
報告（7月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【毎年度実施】
外部資金等内部監査結
果報告（3月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【月1回程度】競争的研究費等の不正防止実施本部会議 ※５ 
不正防止計画の策定、不正使用の発生要因に対する改善策の策定、競争的研究費に係る行動規範を浸透させるための方策の策定
を行う。

【月1回程度】不正防止推進室会議 ※５　不正防止計画の実施状況の把握及び検討を行う。

【毎年度実施】
新任部局長等研修
（4月、5月）※６
管理職として求められ
る知識を習得させる。

【毎年度実施】
研究費使用ハンドブッ
ク配付（1月）
会計手続き等、適正な執行
に関する知識を習得させる。

【毎年度実施】
e-Learning研修・理解度チェッ
ク・意識調査アンケート実施
（1月～3月）※１
会計手続き等、適正な執行に関
する知識を習得させる。

【毎年度実施】
誓約書提出（1月～3月）※２

【令和3年度】
教職員の研究費に対す
る公正意識に関する緊
急アンケート調査
（6月）※３

部局長会議
部局長へコンプライアンス教育
の重要性についての啓発を行
う。（1月～3月）※７
・  e-Learning研修開始周知（1月）
・  各部局の e-Learning 研修受
講状況報告（2月、3月）

【令和3年度】
令和 2年度実施の全部
局キャラバン及び全部局
長との意見交換に係る部
局長アンケート調査
（6月）

【毎年度実施】
会計経理内部監査結果
報告（7月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【毎年度実施】
研究費不正防止啓発月間
（11月～ 12月）※４
全構成員に継続的な啓
発活動を行う。

【令和3年度】全部局キャラバン（11月～ 3月）※８
モニタリングの実施及び部局長と意見交換により、不正防
止計画及び再発防止策の実施状況、課題等を把握する。

【毎年度実施】
外部資金等内部監査結
果報告（3月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【月1回程度】競争的研究費等の不正防止実施本部会議 ※５ 
不正防止計画の策定、不正使用の発生要因に対する改善策の策定、競争的研究費に係る行動規範を浸透させるための方策の策定を行う。

【年1回以上】各共通事務部等において説明会・講習会の開催



対象者 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 備考

教員等

※５　不正防止実施本部会議

e-Learning 研修
理解度チェックの分析・検証
研修内容の見直し

分析・評価・リスクマネジ
メントの実施
不正防止計画改訂案の策定
研修内容の見直し

※７　部局長会議
※ 9　各部局の教授会等におい
て、e-Learning 研修の受講を周
知し、受講率 100％を堅持する。
また、各種コンプライアンス教
育の実施、不正防止に関する周
知・報告内容が全構成員に確実
に共有できるよう部局内の体制
を整備し、その整備状況につい
て総括管理責任者に報告する。

新規採用時

※ 10　新たに採用となった教員を
対象に、コンプライアンス意識の向上
を図るとともに、正しい認識のもとで
職務を遂行するためのルールについ
て周知する。受講者管理を徹底する。

※ 11　本学に新たに採用となっ
た時間雇用教職員を対象に、労働
条件、勤務管理並びに法令及び就
業規則の遵守に関して周知するた
め、時間雇用教職員に対する
e-Learning を実施する。なお、
令和 3年 5月 24 日以降採用さ
れた時間雇用教職員は必須受講者
であり、受講管理を徹底する。

各事務組織の管理職
（部課長等）

e-Learning 研修
理解度チェックの分析・検証
研修内容の見直し

※５　不正防止実施本部会議

分析・評価・リスクマネジ
メントの実施
不正防止計画改訂案の策定
研修内容の見直し

新規採用
（転入）時

【令和3年度】
教職員の研究費に対す
る公正意識に関する緊
急アンケート調査
（6月）※３

【毎年度実施】
会計経理内部監査結果
報告（7月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【毎年度実施】
研究費不正防止啓発月間
（11月～ 12月）※４
全構成員に継続的な啓
発活動を行う。

各部局の教授会等
部局長からの啓発及び情報の共有
※９　（1月～ 3月）

【月1回程度】各部局の教授会等で部局長からの啓発及び情報の共有

【毎年度実施】
研究費使用ハンドブッ
ク配付（1月）
会計手続き等、適正な
執行に関する知識を習
得させる。
【毎年度実施】
e-Learning研修・理解度チェッ
ク・意識調査アンケート実施（1
月～3月）※１
会計手続き等、適正な執行に関
する知識を習得させる。
【毎年度実施】
誓約書提出（1月～3月）※２

【令和3年度】全部局キャラバン（11月～ 3月）※８
モニタリングの実施及び部局長と意見交換により、不正防
止計画及び再発防止策の実施状況、課題等を把握する。

【毎年度実施】
外部資金等内部監査結
果報告（3月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【年1回以上】各共通事務部等において説明会・講習会の開催

【採用時】新規採用教員講習 e-Learning（採用後、1か月以内に受講）※10
コンプライアンス意識の向上を図るとともに、職務を遂行するためのルールを習得させる。（研究活動におけるコンプライアンス、研究
資金等の使用に関する会計ルール等）

【採用時】研究費使用ハンドブック配付、e-Learning 研修・理解度チェック実施

【採用時】誓約書提出

【採用時】時間雇用教職員に対する e-Learning（採用後、2週間以内に受講）※11
労働条件、勤務管理並びに法令及び就業規則の遵守に関する知識を習得させる。

【採用時】京都大学コンプライアンスガイドブック配付
コンプライアンスの意識向上を図るため、本学の主なコンプライアンス事項、コンプライアンス体制、相談窓口を周知する。

【採用時】懲戒処分関係事例集配付

【毎年度実施】
新任部局長等研修
（4月、5月）※６
管理職として求められ
る知識を習得させる。

【令和3年度】
教職員の研究費に対す
る公正意識に関する緊
急アンケート調査
（6月）※３

【毎年度実施】
会計経理内部監査結果
報告（7月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【毎年度実施】
研究費不正防止啓発月間
（11月～12月）※４
全構成員に継続的な啓
発活動を行う。

【毎年度実施】
研究費使用ハンドブッ
ク配付（1月）
会計手続き等、適正な執行
に関する知識を習得させる。

【毎年度実施】
e-Learning研修・理解度チェッ
ク・意識調査アンケート実施
（1月～3月）※１
会計手続き等、適正な執行に関
する知識を習得させる。
【毎年度実施】
誓約書提出（1月～3月）※２
部局長会議（陪席）
部局長へコンプライアンス教育
の重要性について啓発を行う。
（1月～3月）※７
・e-Learning研修開始周知（1月）
・  各部局の e-Learning 研修受
講状況報告（2月、3月）
【毎年度実施】
外部資金等内部監査結
果報告（3月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【月1回程度】各部局の教授会等で部局長からの啓発及び情報の共有

【年1回以上】各共通事務部等において説明会・講習会の開催

【採用時】研究費使用ハンドブック配付、e-Learning 研修・理解度チェック実施

【採用時】誓約書提出

【採用時】京都大学コンプライアンスガイドブック配付
コンプライアンスの意識向上を図るため、本学の主なコンプライアンス事項、コンプライアンス体制、相談窓口を周知する。

【採用時】懲戒処分関係事例集配付



対象者 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 備考

事務職員、
時間雇用職員等
（研究費の管理・
運営に関わる学生
アルバイト等を含む）

e-Learning 研修
理解度チェックの分析・検証
研修内容の見直し

※５　不正防止実施本部会議

分析・評価・リスクマネジ
メントの実施
不正防止計画改訂案の策定
研修内容の見直し

※７　部局長会議

新規採用時

学　生

【令和3年度】
教職員の研究費に対す
る公正意識に関する緊
急アンケート調査
（6月）※３

【毎年度実施】
会計経理内部監査結果
報告（7月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

【毎年度実施】
財務会計に関する講習会
（9月）
会計実務担当者に本学の
財務会計諸制度について
の知識を習得させる。

【毎年度実施】
研究費不正防止啓発月間
（11月～ 12月）※４
全構成員に継続的な啓
発活動を行う。

【毎年度実施】
研究費使用ハンドブッ
ク配付（1月）
会計手続き等、適正な
執行に関する知識を習
得させる。
【毎年度実施】
e-Learning研修・理解度チェッ
ク・意識調査アンケート実施（1
月～3月）※１
会計手続き等、適正な執行に関
する知識を習得させる。
【毎年度実施】
誓約書提出（1月～3月）※２

【通年・月1回程度】各部局の教授会等で部局長からの啓発及び情報の共有 及び 各部局の事務連絡会で
事務組織の管理職からの啓発及び情報の共有

【毎年度実施】
外部資金等内部監査結
果報告（3月）
内部監査の結果を踏ま
えた問題点等を共有さ
せるなどの啓発を行う。

各事務部の事務連絡会等
部課長からの啓発及び情報の共
有（1月～3月）

【年1回以上】各共通事務部等において説明会・講習会の開催

【通年】研究推進部及び関係部署において、本実施計画の検討・実施

【採用時】時間雇用教職員に対する e-Learning（採用後、2週間以内に受講）
労働条件、勤務管理並びに法令及び就業規則の遵守に関する知識を習得させる。

【採用時】研究費使用ハンドブック配付、e-Learning 研修・理解度チェック実施

【採用時】誓約書提出

【採用時】京都大学コンプライアンスガイドブック配付
コンプライアンスの意識向上を図るため、本学の主なコンプライアンス事項、コンプライアンス体制、相談窓口を周知する。

【採用時】懲戒処分関係事例集配付

【毎年度実施】
ガイダンス等で基本的
なルール、不正事例、
相談窓口について説明
（4月）
学生向けパンフレット
Kyoto University Campus 
Life Information 配付
【毎年度実施】
啓発のためのクリアファ
イル配付（4月）
学生への禁止事項等に
ついて啓発を行う。

【毎年度実施】
ガイダンス等で基本的
なルール、不正事例、
相談窓口について説明
（10月）
学生向けパンフレット
Kyoto University Campus 
Life Information 配付
【毎年度実施】
啓発のためのクリアファ
イル配付（10月）
学生への禁止事項等に
ついて啓発を行う。

【毎年度実施】
研究費不正防止啓発月間
（11月～ 12月）※４
全構成員に継続的な啓
発活動を行う。

学生向け広報誌 Kyoto 
University Campus 
Life Newsで周知（1月）
学生への禁止事項等に
ついて啓発を行う。

【通年】全学生共通ポータル（KULASIS) 全学生向け共通掲示板で基本的なルール、不正事例、相談窓口等の周知
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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 教育推進・学生支援部教務企画課教育プロジェクト推進室 075-753-7499 

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

学生総合支援センター

大学文書館

総合博物館

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

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。

本部窓口

部局窓口

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 補助金掛

075-753-3552

受託研究
受託事業
共同研究
寄付金

全般
本部構内（理系）共通事務部
経理課 外部資金掛

075-753-4744

国際関係

受入・経理
本部構内（理系）共通事務部 経理課 補助金掛
本部構内（理系）共通事務部 経理課外部資金掛

075-753-3552
075-753-4744

申請
本部構内（理系）共通事務部
総務課 総務・国際交流掛

075-753-5004



部局名 資金区分 詳細区分 相談窓口 TEL

人間・環境学研究科／
総合人間学部

総合生存学館

高等教育研究開発推進センター

国際高等教育院

高等研究院

受託研究
受託事業
共同研究
寄附金
補助金

受入・報告
吉田南構内共通事務部
経理課 外部資金受入掛

075-753-6588

執行
吉田南構内共通事務部
経理課 外部資金経理掛

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 外部資金経理掛

075-753-6515

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（探索医
療）・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

（橋渡し）
075-751-4962

（中核）
075-751-4880

上記以外の受入・報告
医学研究科
総務企画課 研究推進掛

075-753-9301

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



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（競争的資金）
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

ウイルス・再生医科学研究所

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

こころの未来研究センター

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

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

学際融合教育研究推進センター
（森里海連環学教育研究ユニット）

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

契約
北部構内事務部
経理課 受入企画掛

075-753-6006

執行・報告
北部構内事務部
経理課 研究支援掛

075-753-3635

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 第二運営費・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

契約
北部構内事務部
経理課 受入企画掛

075-753-6006

執行・報告
北部構内事務部
経理課 研究支援掛

075-753-3635

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

契約
北部構内事務部
経理課 受入企画掛

075-753-6006

執行・報告
北部構内事務部
経理課 研究支援掛

075-753-3635

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 第一運営費・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

契約
北部構内事務部
経理課 受入企画掛

075-753-6006

執行・報告
北部構内事務部
経理課 研究支援掛

075-753-3635

霊長類研究所 全般
北部構内事務部
経理課 霊長類研究所研究助成掛

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

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
オープンイノベーション機構支援掛

075-753-7768

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
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

共同研究・学術指導
研究推進部
産官学連携課 産業・地域連携掛

075-753-9183



別紙
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