
「国立大学法人九州工業大学における公的研究費の取扱いに関する規程」

に基づく不正使用防止の責任体制及び推進体制図の公表について 

 本学は、「国立大学法人九州工業大学における公的研究費の取扱いに関する規程」（平成２９

年２月１日制定）の第２５条に基づき、本学の公的研究費の不正使用防止を推進する責任体制及

び推進体制図を下記のとおり公表します。 

◯最高管理責任者 

・職    名：  学長 

・責任と権限：  法人の運営・管理における最終責任を負う最高管理責任者として、本学全体の

公的研究費の不正使用防止の取組を推進します。具体的には、不正使用防止対

策の基本方針を策定・周知するとともに、以下の統括管理責任者及びコンプライア

ンス推進責任者が責任を持って不正使用防止対策に関する運営・管理が行えるよ

う、必要な措置を講じます。また、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任

者から当該年度の不正防止に関する取組状況等について報告を求め、その進捗

を把握するとともに、必要に応じて基本方針の見直しを行います。 

◯統括管理責任者 

・職    名：  副学長（研究・産学連携担当） 

・責任と権限：  最高管理責任者を補佐し、公的研究費の不正使用防止について本学全体を統

括する実質的な責任と権限を持つものとして本学の公的研究費の不正使用防止

の推進に取組みます。具体的には、最高管理責任者のもとに設置される統括管理

部署の長として組織横断的な視点で不正使用防止にかかる具体的対策の策定や

実施、実施状況の把握を行うとともに、適宜、最高管理責任者に報告を行います。 

◯コンプライアンス推進責任者 

・職    名：  部局等の長 

・責任と権限：  各部局における公的研究費の不正使用防止について実質的な責任と権限を持

つものとして、不正使用防止の推進に取組みます。具体的には、統括管理責任者

の指示の下、掌理する部局等における不正使用防止対策の実施及び実施状況の

確認、職員等に対する不正使用防止のための教育の実施及び受講状況の管理監

督、職員等が適切に公的研究費の執行管理を行っているかのモニタリング等を実

施し、必要に応じて改善指導を行います。 

◯コンプライアンス推進副責任者 

・職    名：  系長、副センター長、技術長、課長、事務長等コンプライアンス推進責任者が指



名する者 

・責任と権限：  コンプライアンス推進責任者の指示に基づき、担当する部局等における公的研

究費の不正使用防止に関する運営・管理に取組みます。具体的には、コンプライア

ンス推進責任者が実施すべき事項の中から、コンプライアンス責任者から委任さ

れた範囲で公的研究費の不正使用防止に関する運営・管理を実施します。 



九州工業大学

２０１９年４月１日現在

任命
者数

職名
任命
者数

職名

事務本部 各課長・室長

インスティテューショナル・リサーチ
室

インスティテューショナル・リサーチ
室長

公的研究費不正使用防止計画推進室 公的研究費不正使用防止計画推進室長

安全衛生推進室 安全衛生推進室長

男女共同参画推進室 男女共同参画推進室長

安全保障輸出管理室 安全保障輸出管理室長 1

グローバル産学連携センター グローバル産学連携センター長 1

若手研究者フロンティア研究アカデ
ミー

若手研究者フロンティア研究アカデ
ミー長

1

機器分析センター 機器分析センター長 1 次長 1

学生総合支援室 学生総合支援室長 1

保健センター 保健センター所長 1

学習教育センター 学習教育センター長 1 副センター長 1

ＡＯ部門長

高大接続部門長

ＳＴＥＭ教育推進部門長

ＭＳＳＣマレーシアオフィス ＭＳＳＣマレーシアオフィス長 1 国際課長

附属図書館 附属図書館長 1 附属図書館情報工学部分館長 1

情報科学センター 情報科学センター長 1 次長 1

工学部 工学部長

工学府 工学府長

工学研究院 工学研究院長

宇宙環境技術ラボラトリー 宇宙環境技術ラボラトリー施設長 1

バイオマイクロセンシング技術研究セ
ンター

バイオマイクロセンシング技術研究セ
ンター長

1

ＩｏＴシステム基盤研究センター ＩｏＴシステム基盤研究センター長 1

分子工学研究所 分子工学研究所長 1

情報工学部 情報工学部長

情報工学府 情報工学府長

情報工学研究院 情報工学研究院長

マイクロ化総合技術センター マイクロ化総合技術センター長 1 副センター長 1

先端金型センター 先端金型センター長 1 戸畑分室長 1

バイオメディカルインフォマティクス
研究開発センター

バイオメディカルインフォマティクス
研究開発センター長

1

ディペンダブル集積システム研究セン
ター

ディペンダブル集積システム研究セン
ター長

1

生命体工学研究科 生命体工学研究科長 2 専攻長等 1

連携大学院推進室 連携大学院推進室長 1

エコタウン実証研究センター エコタウン実証研究センター長 1

次世代パワーエレクトロニクス研究セ
ンター

次世代パワーエレクトロニクス研究セ
ンター長

1

社会ロボット具現化センター 社会ロボット具現化センター長 1 副センター長 1

太陽光エネルギー変換研究センター 太陽光エネルギー変換研究センター長 1

教養教育院 教養教育院長 2 系長等 1 教養教育院事務室長

戸畑・若松キャンパス技術部 戸畑・若松キャンパス技術部長 1 戸畑・若松キャンパス技術長

飯塚キャンパス技術部 飯塚キャンパス技術部長 1 飯塚キャンパス技術長

コンプライアンス推進責任者及び推進副責任者一覧

学務課長

高大接続・教育連携機構 1 入試課長

生命体工学研究科事務長

5 系長等

1

工学部事務長

1

情報工学部事務長

6 系長等

図書館・情報推進課長

研究協力課長

部局等名 コンプライアンス推進責任者

コンプライアンス推進副責任者

教育職員、技術職員組織 事務職員組織



九州工業大学公的研究費不正使用防止対策 推進体制図

最高管理責任者
【学長】

●公的研究費の運営・管理、不正使用防止対策に関する最高責任者

統括管理責任者
【学長が指名する副学長】

●最高管理責任者の補佐

●公的研究費の運営・管理、不正使用防止対策について大学全体を統括し実質
的な責任と権限を有する
●公的研究費不正使用防止計画推進室の長を兼ねる

コンプライアンス推進責任者
【各部局の長】

●競争的資金等の運営・管理、不正使用防止対策について担当部局に対する
実質的な責任と権限を有する

コンプライアンス推進副責任者
【コンプライアンス推進責任者の指名する者】

●部局のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進業務の実施に当たり、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進責任者を補佐する

不正使用防止統括管理部署（学長直轄） 【公的研究費不正使用防止計画推進室】

構成員
・総務課長、人事課長、会計課長、研究協力課長、監査室長
・学長が必要と認めた者 若干名

・状況報告
・基本方針の策定
・必要な措置

実施業務
・不正使用防止計画の策定
・具体的な対策の立案と実施
・具体的な対策の実施状況
の確認
・不正使用防止計画の進捗管理
・研究費不正等通報に係る業務
（公益通報窓口からの連絡
を受け対応する）

教員・技術職員・事務職員等

各部局組織

・方針に基づく周知・徹底
・改善指導等

・改善指導に対するﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
・誓約書の提出

不正使用に係る調査委員会

●不正の有無・不正の内容・関与した
もの及びその程度等を調査し報告する

●弁護士、公認会計士等、第三者の
参画が必要

・報告

・必要に応じて
設置
・調査指示

公益通報窓口
【総務課長】

※推進室員も兼ねる ●競争的資金等の応募・申請の制度及び使用ルール等

研究協力課

●会計等関連の手続きに関すること

（契約、旅費、人件費、謝金、雑誌購入等）

人事課 会計課

購入・検収担当

研
究
費
等
使
用
の

ル
ー
ル
等
相
談
窓
口

業者等学外者

手続きの質問等

不正通報

内部監査部門【監査室】
（学長直轄）

●管理体制不備の検証
●リスク要因の分析
●内部監査の企画立案及び実施
●財務情報に対するチェック

監事

会計監査人

連携

連携協力

内部監査

内部監査

内部監査

ルールに関する
質問等

報告・連携

図書館・情報推進課

不正通報の
報告

・監査結果報告

【２０１９年４月１日】

・調査協力
・委員会担当

会計検査院検査、報告

・調査協力
・委員会担当


