
※

会計手続きに関すること 財務部財務企画課財務企画係 90 2337

研究・産学官連携推進部以外が所掌している競争的資金については、各担当部署へお問い
合わせください。

相談内容 相談窓口 電話番号

応募・申請等の制度及び
使用ルールに関すること

総括 研究・産学官連携推進部研究企画課総務・企画係 90 2320

補助金関係 研究・産学官連携推進部研究推進課研究資金係 90 2327

受託契約関係
研究・産学官連携推進部産学官連携推進課
受託共同契約係

092-832-2140

使用ルールや事務手続きの相談窓口

＜全学相談窓口と部局相談窓口の役割＞

全学相談窓口

（事務局）

部局相談窓口

研究者

学外及び部局相談窓口

からの相談等の対応

当該部局所属の研究者か

らの相談等の対応

相談 回答

相談 回答

＜全学的な相談窓口＞

使用ルールや事務手続きの相談窓口

＜全学相談窓口と部局相談窓口の役割＞

全学相談窓口

（事務局）

部局相談窓口

研究者

学外及び部局相談窓口

からの相談等の対応

当該部局所属の研究者か

らの相談等の対応

相談 回答

相談 回答

＜全学的な相談窓口＞



研】：応募・申請等に関することの相談窓口

会】：会計手続きに関することの相談窓口

研】

会】

研】

会】

研】

会】

研】

会】

研】

会】

研】

会】

研】

会】

先端融合医療創成センター、先端医療イノ
ベーションセンター

病院事務部研究支援課研究支援総括係

91

6031

病院事務部研究支援課研究資金管理係 6032

病院（福岡地区）

病院事務部研究支援課学術係

91

5047

総括：病院事務部経営企画課監理係
旅費・謝金：病院事務部総務課給与係
物品購入等：病院事務部経理課用度第一係

5034
5042
5058

歯学部、薬学部、歯学府、薬学府、歯学研
究院、薬学研究院、生体防御医学研究所、
免疫機構研究センター、ヒトプロテオーム研
究センター、動的構造生命科学研究セン
ター

医系学部等事務部学術協力課研究戦略係

91

6780

医系学部等事務部財務課経理第ニ係 6005

医学部、医学系学府、医学研究院、医療系
統合教育研究センター、環境発達医学研究
センター、循環器病未来医療研究センター、
がん幹細胞研究センター

医系学部等事務部学術協力課研究戦略係

91

6780

医系学部等事務部財務課経理第一係 6006

理学部、理学府、数理学府、システム生命
科学府、理学研究院、数理学研究院、マス・
フォア・インダストリ研究所、アイソトープ統
合安全管理センター、総合研究博物館、国
際宇宙天気科学・教育センター、低温セン
ター、加速器・ビーム応用科学センター、ア
ジア保全生態学センター、先端素粒子物理
研究センター、モデル生物研究センター、惑
星微量有機化合物研究センター、確率解析
研究センター、多重ゼータ研究センター

理学部等事務部学術企画係

90

4006
4007

理学部等事務部経理係
4018
4019

法学部、経済学部、法学府、法務学府、経
済学府、法学研究院、経済学研究院

貝塚地区事務部総務課学術係

99

2354

貝塚地区事務部財務課経理第ニ係 2438

部局又はプロジェクト名 相談窓口 電話番号

文学部、教育学部、人文科学府、人間環境
学府、人文科学研究院、人間環境学研究
院、第三段階教育研究センター

貝塚地区事務部総務課学術係

99

2354

貝塚地区事務部財務課経理第一係 2437

＜部局相談窓口＞＜部局相談窓口＞



研】

会】

研】

会】

研】

会】

研】

会】

研】

会】

研】

会】

研】

会】

附属農場、附属演習林

農学部事務部戦略企画係 99 7459

農学部事務部農場・演習林総務係 092-948-3102

農学部、生物資源環境科学府、農学研究
院、生物環境利用推進センター、熱帯農学
研究センター、有体物管理センター、植物フ
ロンティア研究センター

農学部事務部戦略企画係

99

7459

農学部事務部経理係 2806

芸術工学部、芸術工学府、芸術工学研究
院、未来デザイン学センター

芸術工学部事務部総務課企画・広報係

95

4429

芸術工学部事務部総務課経理係 4411

システム情報科学府、統合新領域学府、シ
ステム情報科学研究院、システムＬＳＩ研究
センター、超伝導システム科学研究セン
ター、水素エネルギー国際研究センター、鉄
鋼リサーチセンター、未来化学創造セン
ター、日本エジプト科学技術連携センター、
プラズマナノ界面工学センター、超顕微解析
研究センター、西部地区自然災害資料セン
ター、分子システムデバイス国際リーダー教
育センター、水素材料先端科学研究セン
ター、味覚・嗅覚センサ研究開発センター、
数理・データサイエンス教育研究センター、
最先端有機光エレクトロニクス研究セン
ター、次世代燃料電池産学連携研究セン
ター、スマートモビリティ研究開発センター、
磁気ナノバイオセンシング研究開発センター

工学部等事務部学術研究支援課学術推進係

90

2405

工学部等事務部経理課経理第二係 2400

5770

工学部、工学府、工学研究院、分子システ
ム科学センター、バイオメカニクス研究セン
ター、次世代蓄電デバイス研究センター、次
世代経皮吸収研究センター、小分子エネル
ギーセンター、巨大ひずみマテリアル国際研
究センター、都市研究センター

工学部等事務部学術研究支援課学術推進係

90

2405

工学部等事務部経理課経理第一係 2715

病院（別府地区）

病院別府病院事務長付総務係 0977-27-1602

病院別府病院事務長付経営企画係 0977-27-1609

地球社会統合科学府、比較社会文化研究
院、言語文化研究院、アジア埋蔵文化財研
究センター、浅海底フロンティア研究セン
ター

地球社会統合科学府等事務部庶務係

90

5762

地球社会統合科学府等事務部経理係



研】

会】

研】

会】

研】

会】

研】

会】

研】

会】

研】

会】

会】

留学生センター、韓国研究センター、環境安
全センター、大学文書館、アドミッションセン
ター、ロバート・ファン／アントレプレナーシッ
プ・センター、ＥＵセンター、ユヌス＆椎木
ソーシャル・ビジネス研究センター、科学技
術イノベーション政策教育研究センター、
キャンパスライフ・健康支援センター、持続
可能な社会のための決断科学センター、稲
盛フロンティア研究センター、共進化社会シ
ステム創成拠点、学術研究・産学官連携本
部、事務局

研】

総括：研究企画課総務・企画係
補助金：研究推進課研究資金係

90
90

2320
2327

受託契約：産学官連携推進課受託共同契約係 092-832-2140

総括：財務企画課財務企画係
旅費：経理課経理総括係
謝金：人事給与課給与係
物品購入等：調達課用度係

90
99
90
99

2337
4492
2242
2179

基幹教育院
共創学部
キャンパスライフ・健康支援センター

学務部基幹教育課運営支援係

90

5921

学務部基幹教育課管理係 5907

情報基盤研究開発センター、サイバーセ
キュリティセンター

情報システム部情報企画課総務・研究協力担当

90

2614

情報システム部情報企画課財務・経理担当 7508

エネルギー研究教育機構

支援事務部門研究支援関係

90

6644

支援事務部門会計・情報関係 6081

カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所

支援部門研究支援・国際連携Ｇ

90

6934

支援部門経理・契約Ｇ 6936

附属図書館

附属図書館事務部図書館企画課庶務係

99

2325

附属図書館事務部図書館企画課会計係 2326

総合理工学府、総合理工学研究院、応用力
学研究所、先導物質化学研究所、中央分析
センター、グローバルイノベーションセン
ター、グリーンテクノロジー研究教育セン
ター、シンクロトロン光利用研究センター、極
限プラズマ研究連携センター、グリーンアジ
ア国際リーダー教育センター、大学連携研
究設備ネットワーク事業

筑紫地区事務部庶務課研究協力係

93

7917

筑紫地区事務部会計課経理係 7507


