
 


H29.4.1現在

事務部等名 担当係 相談したい内容 内線 E-mail

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告、使用等に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

北海道大学における競争的資金（公的研究費）に関する相談窓口

　　競争的資金（公的研究費）に関する質問や相談は，所属部局の相談窓口へお問い合わせください。

　　※質問・相談の受付は，平日8：30～17：00です（電子メールは24時間受付）

　　※「函館」の表示のある内線番号へ札幌キャンパス内から電話する場合は，14-（内線番号）でご利用ください。

　　※大学外から電話する場合は，011-706-（内線番号）でご利用ください。ただし，「函館」の表示のある番号へは，0138-40-（内線番号）でご利用ください。

所属している教育研究組織等
相談窓口

文学研究科・
文学部事務部

庶務担当 wwwadmin@let.hokudai.ac.jp

会計担当 競争的資金（科研費含む）の使用に関すること 3006 kaikei@let.hokudai.ac.jp

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

3003

3060

文学研究科

アイヌ・先住民研究センター

社会科学実験研究センター

法学研究科

公共政策学連携研究部

教育学研究院 教育学事務部

庶務担当 3082 shomu@edu.hokudai.ac.jp

会計担当 競争的資金（科研費含む）の使用に関すること 3084 kaikei@edu.hokudai.ac.jp

法学研究科・
法学部事務部

庶務担当 3124 research@juris.hokudai.ac.jp

会計担当 競争的資金（科研費含む）の使用に関すること 3122 kaikei@juris.hokudai.ac.jp

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

jimu@slav.hokudai.ac.jp

経済学研究院 経済学事務部

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること

会計担当 競争的資金（科研費含む）の使用に関すること 3166 kaikei@pop.econ.hokudai.ac.jp

庶務担当

日本学術振興会特別研究員に関すること

3162 keizai-s@jimu.hokudai.ac.jp

スラブ・ユーラシア研究センター
法学研究科・
法学部事務部

スラブ・ユーラシア
研究センター
事務担当

3307



 


事務部等名 担当係 相談したい内容 内線 E-mail
所属している教育研究組織等

相談窓口

科研費の使用に関すること 5008

研究支援担当 日本学術振興会特別研究員に関すること 7141 shien@med.hokudai.ac.jp

庶務担当
会計担当（報告）

科研費の応募、各種申請、報告等に関すること
庶務3316
会計3332

shomu@hs.hokudai.ac.jp
kaikei@hs.hokudai.ac.jp

競争的資金の応募、各種申請、報告、使用等に関すること 3333

科研費の使用に関すること 3332

庶務担当 日本学術振興会特別研究員に関すること 3316 shomu@hs.hokudai.ac.jp

日本学術振興会特別研究員に関すること

競争的資金の使用に関すること 4318

日本学術振興会特別研究員に関すること薬学研究院

会計担当 競争的資金（科研費含む）の使用に関すること 3974

kenkyo@sci.hokudai.ac.jp

理学研究院

先端生命科学研究院

総合博物館

2633

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること

競争的資金の使用に関すること

会計担当 kaikei@hs.hokudai.ac.jp

kaikei@pharm.hokudai.ac.jp

庶務担当 3249 shomu@pharm.hokudai.ac.jp

薬学事務部

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること

理学・生命科学
事務部事務課

gaibu@sci.hokudai.ac.jp外部資金担当 競争的資金（科研費含む）の使用に関すること

医学系事務部会計課

保健科学研究院
医学系事務部
保健科学研究院事務課

競争的資金の応募、各種申請、報告等に関すること

研究協力担当

3714
3550

科研費の使用に関すること

科研費の応募、各種申請、報告等に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること

3550
3674

3550

5516

4212

庶務担当 4314

医学研究科
遺伝子病制御研究所
アイソトープ総合センター
脳科学研究教育センター
環境健康科学研究教育センター

会計担当

歯学事務部歯学研究院

kaikei@den.hokudai.ac.jp

外部資金担当

d-syomu@jimu.hokudai.ac.jp

gaibu@med.hokudai.ac.jp

mailto:kenkyo@sci.hokudai.ac.jp


 


事務部等名 担当係 相談したい内容 内線 E-mail
所属している教育研究組織等

相談窓口

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること 3876

日本学術振興会特別研究員に関すること 4125

科研費の使用に関すること
3890
2435

競争的資金の使用に関すること 2426

獣医学研究科 研究支援担当 競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告、使用等に関すること 5177 shien@vetmed.hokudai.ac.jp

人獣共通感染症リサーチセンター 庶務担当 日本学術振興会特別研究員に関すること 5174 syomu@vetmed.hokudai.ac.jp

競争的資金の応募、各種申請、報告等に関すること 5563

科研費の使用に関すること 5597

競争的資金の使用に関すること 5508

獣医学系事務部

情報科学研究科

量子集積エレクトロニクス研究センター
工学系事務部
情報科学研究科事務課

総務担当 6945

農学・食資源学事務部

研究協力担当

農学研究院

経理担当

6459

水産科学研究院 函館キャンパス事務部

日本学術振興会特別研究員に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

soumu@ist.hokudai.ac.jp

競争的資金の使用に関すること

gaibu@eng.hokudai.ac.jp

競争的資金の使用に関すること 6731

工学研究院

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

外部資金担当

科研費の使用に関すること 6618

7571

kenkyou@eng.hokudai.ac.jp研究支援担当

工学系事務部
総務課(研究支援担当）
経理課(外部資金担当）

会計担当

科研費の使用に関すること

科研費の応募、各種申請、報告等に関すること

経理担当 keiri@fish.hokudai.ac.jp

5613

kaikei@agr.hokudai.ac.jp

6169

kaikei@ist.hokudai.ac.jp

研究協力担当 kenkyo@fish.hokudai.ac.jp

shomu@agr.hokudai.ac.jp

科研費の応募、各種申請、報告等に関すること 7551

競争的資金の応募、各種申請、報告等に関すること
6462
7571

mailto:gaibu@eng.hokudai.ac.jp


 


事務部等名 担当係 相談したい内容 内線 E-mail
所属している教育研究組織等

相談窓口

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告、使用等に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

科研費の応募、各種申請、報告等に関すること 9265

競争的資金の応募、各種申請、報告等に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

会計担当 競争的資金（科研費含む）の使用に関すること 9315 k-kaikei@jimu.hokudai.ac.jp

メディア・コミュニケーション研究院

観光学高等研究センター

外国語教育センター

b-yokan@jimu.hokudai.ac.jp

地球環境科学研究院 環境科学事務部

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること

会計担当 競争的資金（科研費含む）の使用に関すること 2207 kaikei@ees.hokudai.ac.jp

日本学術振興会特別研究員に関すること

2203総務担当 kenkyo@ees.hokudai.ac.jp

北海道大学病院 病院事務部経営企画課 経理係 7932

メディア・観光学事務部

会計担当

低温科学研究所 低温科学研究所事務部

科研費の応募、各種申請、報告等に関すること

競争的資金の使用に関すること 5448

日本学術振興会特別研究員に関すること

科研費の使用に関すること

会計担当

5506

競争的資金の応募、各種申請、報告等に関すること

5465

5445

日本学術振興会特別研究員に関すること

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること

附属図書館 附属図書館管理課

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること

会計担当 競争的資金（科研費含む）の使用に関すること 4094 kaikei@lib.hokudai.ac.jp

日本学術振興会特別研究員に関すること

庶務担当 2967 shomu2@lib.hokudai.ac.jp

電子科学研究所

触媒科学研究所

北極域研究センター

9263北キャンパス合同事務部

研究協力担当 k-kenkyo@jimu.hokudai.ac.jp

総務担当 kyodo@pop.lowtem.hokudai.ac.jp

kaikei@pop.lowtem.hokudai.ac.jp

競争的資金（科研費含む）の使用に関すること 5123 kaikei@imc.hokudai.ac.jp

総務担当 5115 soumu@imc.hokudai.ac.jp



 


事務部等名 担当係 相談したい内容 内線 E-mail
所属している教育研究組織等

相談窓口

科研費の応募、各種申請、報告等に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

競争的資金の応募、各種申請、報告等に関すること 2572

科研費の使用に関すること 3910

競争的資金の使用に関すること 2573

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告、使用等に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告、使用等に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

gi-core@oia.hokudai.ac.jp日本学術振興会特別研究員に関すること

8019

国際連携研究教育局

学務部学生支援課 保健担当 hoke-kai@jimu.hokudai.ac.jp保健センター

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること

5348

競争的資金（科研費含む）の使用に関すること 5345

会計担当 8024 general@oia.hokudai.ac.jp国際連携機構

国際連携課
競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること

競争的資金（科研費含む）の使用に関すること 8018

国際連携研究教育担当

北方生物圏フィールド科学センター
北方生物圏フィールド科
学センター事務部

学術協力担当 kyoryoku@fsc.hokudai.ac.jp

会計担当 kaikei@fsc.hokudai.ac.jp

3452

大学文書館

高等教育推進機構

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること

会計担当 競争的資金（科研費含む）の使用に関すること 5578

5567 soumu@academic.hokudai.ac.jp総務担当

学務部学務企画課

kanrityo@finance.hokudai.ac.jp

会計担当 競争的資金（科研費含む）の使用に関すること kaikei@oicte.hokudai.ac.jp2926

2949
共同利用
共同研究担当

kyodo@oicte.hokudai.ac.jp

総務企画部総務課 文書情報管理担当 2090 bunsho@general.hokudai.ac.jp

情報基盤センター 総務企画部情報企画課

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること



 


事務部等名 担当係 相談したい内容 内線 E-mail
所属している教育研究組織等

相談窓口

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告、使用等に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告、使用等に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

日本学術振興会特別研究員に関すること

安全衛生本部
総務企画部総務課
安全衛生室

安全衛生担当 4876 k-anzen@general.hokudai.ac.jp

埋蔵文化財調査センター 施設部施設企画課 総務担当 2838 k-kikaku@facility.hokudai.ac.jp

創成研究機構 研究推進部研究支援課

競争的資金（科研費含む）の応募、各種申請、報告等に関すること

会計担当 競争的資金（科研費含む）の使用に関すること 9570 kaikei@research.hokudai.ac.jp

創成研究機構担当 9563 k-shien@research.hokudai.ac.jp


	部局窓口

