兼業・出張依頼

担当部署（送付先）一覧
担当

対象（所属）職員

2020.4.1現在

住所

e-mail

電話
082-424-6006
082-424-3750
082-424-6119
082-424-5855
082-424-5684

学長，学長補佐，副学長(総合戦略担当)，総合戦略室

総合戦略室

〒739-8511
東広島市鏡山１－３－２

u-strategy@office.hiroshima-u.ac.jp

監事，監査室

監査室

〒739-8511
東広島市鏡山１－３－２

kansa-situ@office.hiroshima-u.ac.jp

理事・副学長(教育担当)，
副学長（全学共通教育担当），副学長（外国語教育担当），副学長(学生支援担当)，副
学長（人間社会科学担当），副学長（先進理工系科学担当）副学長（統合生命科学担
当），副学長（医系科学担当），副理事(教育企画担当)，副理事(SGU担当)，教育部長
アクセシビリティセンター，エクステンションセンタ－，外国語教育研究センター，グ
ローバルキャリアデザインセンター，コラボレーションオフィス，スポーツ科学セン
ター，高大接続・入学センター，保健管理センター，学生生活支援グループ，キャリア
支援グループ，教育支援グループ，教育推進グループ，入試グループ，教育本部

教育室 教育部

〒739-8514
東広島市鏡山１－７－１

kyoiku-group@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-4831
082-424-4215

副理事(附属学校担当)，
附属幼稚園，附属学校支援グループ

教育室 教育部 附属学校支援グループ（総務）

fuzoku-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-6966

附属小学校，附属中学校，附属高等学校，附属学校支援グループ翠地区担当

教育室 教育部

附属学校支援グループ(翠地区)

fuzoku-midori@office.hiroshima-u.ac.jp

082-251-9881

附属東雲小学校，附属東雲中学校，附属学校支援グループ東雲地区担当

教育室 教育部

附属学校支援グループ(東雲地区)

fuzoku-sinonome@office.hiroshima-u.ac.jp

082-890-6334

附属三原小学校，附属三原中学校，附属三原幼稚園，
附属学校支援グループ三原地区担当

教育室 教育部

附属学校支援グループ(三原地区)

fuzoku-mihara@office.hiroshima-u.ac.jp

0848-62-4884

附属福山中学校，附属福山高等学校，附属学校支援グループ福山地区担当

教育室 教育部

附属学校支援グループ(福山地区)

fuzoku-fukuyama@office.hiroshima-u.ac.jp

084-941-8369

理事・副学長(平和・基金・アジア担当)，理事・副学長(グローバル化戦略担当)，
副学長(グローバル化推進担当)，副理事(国際企画担当),副理事（日本語教育担当），国
際部長，国際室，教育開発国際協力研究センター，森戸国際高等教育学院，北京研究セ
ンター，グローバル化推進室，グローバル化推進グループ，グローバル化戦略グループ

国際室 国際部

グローバル化推進グループ（総務）

〒739-8511
東広島市鏡山１－３－２

kokusai-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-6046

理事・副学長(学術・社会連携担当)，
副学長（産学連携担当），副学長（医系科学研究担当），学長匿名補佐（研究人材育成
担当），副理事（産学連携担当），副理事（研究企画担当）2名，副理事(研究マネジメ
ント担当)，学術部長
放射光科学研究センター，ナノデバイス・バイオ融合科学研究所，高等教育研究開発セ
ンター，宇宙科学センター，HiSIM研究センター，総合博物館，現代インド研究セン
ター，ダイバーシティ研究センター，両生類研究センター，防災・減災研究センター，
脳・こころ・感性科学研究センター，輸出マネジメント室，技術センター，自然科学研
究支援開発センター，ゲノム編集イノベーションセンター，デジタルものづくり教育研
究センター，
学術・社会連携室，学術・社会連携部支援グループ，企画グループ，知的財産部

学術・社会連携室学術・社会連携部支援グループ（総務）

〒739-8511
東広島市鏡山１－３－２

gakujutu-ssoumu@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-5674
082-424-4538

koho@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-6762

jyoho-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-5768

tosho-kikaku-somu@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-4301

副理事(広報担当)，広報部長
広報グループ
副学長(情報・IR担当)，情報部長，
情報メディア教育研究センター，情報化推進グループ
副学長(図書館担当)， 図書館部長，
図書学術情報企画グループ，図書学術情報普及グループ
東広島地区運営支援部長,

経理担当主幹，共通事務室

施設部長，
施設企画グループ，施設整備グループ，環境安全センター

教育支援グループ（総務）

〒739-8524
東広島市鏡山１－１－１
〒734-0005
広島市南区翠１－１－１
〒734-0022
広島市南区東雲3－1－33
〒723-0004
三原市館町２－６－１
〒721-8551
福山市春日町５－１４－１

〒739-8511
東広島市鏡山１－３－２
〒739-8511
財務・総務室 情報部 情報化推進グループ(総務)
東広島市鏡山１－３－２
〒739-8512
財務・総務室 図書館部 図書学術情報企画グループ(総務)
東広島市鏡山１－２－２
〒739-8511
東広島地区運営支援部 共通事務室（総務）
東広島市鏡山１－３－２
〒739-8511
財務・総務室 施設部 施設企画グループ（調整）
東広島市鏡山１－３－２
財務・総務室 広報部

広報グループ（広報）

理事(財務・総務担当)，学長特命補佐(校友会・基金担当),東京オフィス所長，
財務・総務部長, 安全衛生担当主幹，リスク担当主幹，
財務企画グループ，総務グループ，東京オフィス，基金室，平和科センター

財務・総務室 財務・総務部

文書館

文書館

副学長（学術員担当），副理事(人事制度担当),副理事(男女共同参画担当)，副理事(法
務担当)，人事部長，争訟担当主幹，人事評価・人材育成担当主幹，ハラスメント相談
室，人事グループ，教員人事グループ，制度企画グループ，福利厚生グループ

財務・総務室 人事部

総務グループ（総務）

福利厚生グループ（服務）
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kyoutu-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-6065

skikaku-chosei@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-6102
082-424-5105

〒739-8511
東広島市鏡山１－３－２

soumu@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-6016

〒739-8524
東広島市鏡山１－１－１

bunsyokan@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-6050

〒739-8511
東広島市鏡山１－３－２

fukumu-fukumu@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-6024

担当

対象（所属）職員

住所

e-mail

電話

人間社会科学研究科
研究科長，教育学部長，
心理学，教師教育デザイン学，教育学，日本語教育学，教職開発プログラム
（元 教育学研究科）
文学部長，人文学プログラム

関係

（元

総合科学部長，人間総合科学プログラム
法学部長，経済学部長，
法学・政治学，経済学プログラム

文学研究科）
関係（元

関係（元

マネジメント，実務法学プログラム

関係

関係

人文社会科学系支援室（文学）管理運営担当

総合科学研究科）

総合科学系支援室（人事・服務）
人文社会科学系支援室（法・経）総務担当

社会科学研究科）
（元

マネジメント専攻，法務研究科）

国際平和共生，国際経済開発，国際教育開発プログラム
（元 国際協力研究科）
先進理工系科学研究科

教育学系総括支援室（総務・人事）

関係

東千田地区支援室
国際協力学系支援室（総務）

研究科長，工学部長，元工学研究科で送付先が不明な場合

工学系総括支援室（人事）

機械工学プログラム

工学系総括支援室（一類）

関係

（元

機械システム工学，機械物理工学）

電気システム制御，情報科学プログラム 関係
（元 システムサイバネティクス，情報工学）
化学工学，応用科学プログラム

工学系総括支援室（二類）

関係

工学系総括支援室（三類）

社会基盤環境工学，輸送・環境システム，建築学プログラム
理学部長，
数学，物理学，基礎化学，地球惑星システム学プログラム
量子物質科学プログラム

理工学融合プログラム

関係（元

関係

関係
関係（元

工学系総括支援室（四類）
理学研究科）

先端物質科学研究科）

理学系支援室（人事・福利厚生）
理学系支援室（先端）総務担当

（元

総合科学研究科総合科学専攻）

総合科学系支援室（人事・服務）

（元

国際協力研究科開発科学専攻）

国際協力学系支援室（総務）

情報科学部

工学系総括支援室（人事）

〒739-8524
東広島市鏡山１－１－１
〒739-8522
東広島市鏡山１－２－３
〒739-8521
東広島市鏡山１－７－１
〒739-8525
東広島市鏡山１－２－１
〒730-0053
広島市中区東千田町1－1－89
〒739-8529
東広島市鏡山１－５－１
〒739-8527
東広島市鏡山１－４－１
〒739-8527
東広島市鏡山１－４－１
〒739-8527
東広島市鏡山１－４－１
〒739-8527
東広島市鏡山１－４－１
〒739-8527
東広島市鏡山１－４－１
〒739-8526
東広島市鏡山１－３－１
〒739-8530
東広島市鏡山１－３－１
〒739-8521
東広島市鏡山１－７－１
〒739-8529
東広島市鏡山１－５－１
〒739-8527
東広島市鏡山１－４－１

ed-sou-jin@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-6708
082-424-5605

bun-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-6602

souka-jinji@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-6307

syakai-soumu-kaikei@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-4642
082-424-4644

senda-bk-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

082-542-7013

koku-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-4465

kou-jinji@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-7514

kou-kyo-sien1@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-7532

kou-kyo-sien2@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-7527

kou-kyo-sien3@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-7712

kou-kyo-sien4@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-7819

ri-jinji@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-7303

sentan-bk-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-7006

souka-jinji@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-6307

koku-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-4465

kou-jinji@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-7514

sentan-bk-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-7006

sei-bucho-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-4390

sei-bucho-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-4390

souka-jinji@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-6307

ri-jinji@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-7303

ri-jinji@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-7303

ri-jinji@office.hiroshima-u.ac.jp

082-424-7303

統合生命科学研究科
生物工学プログラム

関係

先端物質科学研究科支援室（総務）

食品生命科学プログラム

関係

生物学系支援室（総務・人事）

生物資源科学プログラム

関係

生物学系支援室（総務・人事）

生命環境総合科学プログラム
基礎生物学プログラム
数理生命科学プログラム
生命医科学プログラム

関係

関係
関係
関係

総合科学研究科支援室（人事・服務）
理学研究科支援室（人事・福利厚生）
理学研究科支援室（人事・福利厚生）
理学研究科支援室（人事・福利厚生）

〒739-8530
東広島市鏡山１－３－１
〒739-8528
東広島市鏡山１－４－４
〒739-8528
東広島市鏡山１－４－４
〒739-8521
東広島市鏡山１－７－１
〒739-8526
東広島市鏡山１－３－１
〒739-8526
東広島市鏡山１－３－１
〒739-8526
東広島市鏡山１－３－１

霞キャンパス
理事・副学長（霞地区・教員人事・広報担当）副学長(復興支援・被ばく医療担当),
副理事(医療政策担当)，緊急被ばく医療推進センター，トランスレーショナルリサーチ
センター，医療政策グループ

医療政策室 医療政策グループ（総務）

〒734-8551
広島市南区霞１－２－３

iryo-seisaku@office.hiroshima-u.ac.jp

082-257-1505

霞地区運営支援部

〒734-8553
広島市南区霞１－２－３

kasumi-fukuri@office.hiroshima-u.ac.jp

082-257-5804

医系科学研究科，原爆放射線医科学研究所，霞地区運営支援部
総務グループ（福利担当）

病院
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