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所属コード 所属名

X50000Y00000Z00000 神戸大学

X50700Y00000Z00000 戦略企画室

X50700Y10000Z00000 戦略企画室 財務戦略企画部門

X50700Y20000Z00000 戦略企画室 教育戦略企画部門

X50700Y30000Z00000 戦略企画室 研究戦略企画部門

X50700Y40000Z00000 戦略企画室 大学改革・評価部門

X50700Y50000Z00000 戦略企画室 情報戦略部門

X50700Y60000Z00000 戦略企画室 広報・基金部門

X50700Y70000Z00000 戦略企画室 人事部門

X50700Y80000Z00000 戦略企画室 管理・支援部門

X51000Y00000Z00000 産官学連携本部

X53100Y00000Z00000 地域連携推進本部

X53600Y00000Z00000 DX・情報統括本部

X53600Y01000Z00000 DX・情報統括本部 DX推進部門

X53600Y02000Z00000 DX・情報統括本部 情報基盤センター

X54800Y00000Z00000 安全保障輸出管理室

X56400Y00000Z00000 安全衛生・環境管理統括室

X56800Y00000Z00000 大学文書史料室

X56900Y00000Z00000 利益相反マネジメント室

X58000Y00000Z00000 監査室

X58000Y01000Z00000 監査室 監査企画係

X58000Y02000Z00000 監査室 財務監査係

X58800Y00000Z00000 内部統制室

X58800Y01000Z00000 内部統制室 内部統制管理係

X58800Y02000Z00000 内部統制室 研究費不正使用防止係

X61200Y00000Z00000 学術研究推進機構

X61200Y02000Z00000 学術研究推進機構 学術研究推進室

X61200Y03000Z00000 学術研究推進機構 SDGs推進室

X61200Y04000Z00000 学術研究推進機構 先端的異分野共創研究推進室

X61200Y05000Z00000 学術研究推進機構 異分野共創研究企画・創出委員会

X62000Y00000Z00000 大学教育推進機構

X62000Y02300Z00000 大学教育推進機構 教養教育院

X62000Y02500Z00000 大学教育推進機構 グローバル教育センター

X62000Y03000Z00000 大学教育推進機構 国際コミュニケーションセンター

X62000Y05000Z00000 大学教育推進機構 異分野共創型教育開発センター

X62000Y06000Z00000 大学教育推進機構 大学教育研究センター

X62800Y00000Z00000 国際連携推進機構

X62800Y07000Z00000 国際連携推進機構 国際戦略企画室

X62800Y08000Z00000 国際連携推進機構 学内連携推進室

X64000Y00000Z00000 バリュースクール

X64400Y00000Z00000 事務局

X64600Y00000Z00000 総務部

X64600Y01000Z00000 総務部 総務課



X64600Y02000Z00000 総務部 広報課

X64600Y05000Z00000 総務部 人事課

X64600Y06000Z00000 総務部 業務支援室

X64800Y00000Z00000 企画部

X64800Y01000Z00000 企画部 企画課

X64800Y06000Z00000 企画部 卒業生・基金課

X65000Y00000Z00000 研究推進部

X65000Y01000Z00000 研究推進部 研究推進課

X65000Y02000Z00000 研究推進部 連携推進課

X65000Y04000Z00000 研究推進部 先端融合推進課

X65200Y00000Z00000 国際部

X65200Y01000Z00000 国際部 国際企画課

X65400Y00000Z00000 財務部

X65400Y01200Z00000 財務部 財務企画課

X65400Y01400Z00000 財務部 財務戦略課

X65400Y04000Z00000 財務部 経理調達課 

X65600Y00000Z00000 学務部

X65600Y01000Z00000 学務部 学務課

X65600Y01500Z00000 学務部 学際教育課

X65600Y03000Z00000 学務部 学生支援課

X65600Y03500Z00000 学務部 国際交流課

X65600Y04000Z00000 学務部 入試課

X65600Y05000Z00000 学務部 キャリア支援課

X65800Y00000Z00000 施設部

X65800Y01000Z00000 施設部 施設企画課

X65800Y02000Z00000 施設部 建築課

X65800Y03000Z00000 施設部 設備課

X65900Y00000Z00000 情報推進課

X65900Y01000Z00000 情報推進課 総務会計グループ

X65900Y02000Z00000 情報推進課 DX推進グループ

X65900Y03000Z00000 情報推進課 業務システムグループ

X65900Y04000Z00000 情報推進課 基盤システムグループ

X66200Y00000Z00000 附属図書館

X66200Y02000Z00000 附属図書館 事務部

X66200Y03000Z00000 附属図書館 情報管理課

X66200Y04000Z00000 附属図書館 情報サービス課

X66400Y00000Z00000 文学部

X66400Y01000Z00000 文学部 人文学科

X66500Y00000Z00000 国際人間科学部

X66500Y01000Z00000 国際人間科学部 グローバル文化学科

X66500Y02000Z00000 国際人間科学部 発達コミュニティ学科

X66500Y03000Z00000 国際人間科学部 環境共生学科

X66500Y04000Z00000 国際人間科学部 子ども教育学科

X66500Y05800Z00000 国際人間科学部 鶴甲第一キャンパス

X66500Y05900Z00000 国際人間科学部 鶴甲第二キャンパス



X66500Y06000Z00000 国際人間科学部 事務部

X66500Y07000Z00000 国際人間科学部 鶴甲第一キャンパス事務課

X66500Y08000Z00000 国際人間科学部 鶴甲第二キャンパス事務課

X66600Y00000Z00000 国際文化学部

X66600Y01000Z00000 国際文化学部 国際文化学科

X66800Y00000Z00000 発達科学部

X66800Y01000Z00000 発達科学部 人間形成学科

X66800Y02000Z00000 発達科学部 人間行動学科

X66800Y03000Z00000 発達科学部 人間表現学科

X66800Y04000Z00000 発達科学部 人間環境学科

X67000Y00000Z00000 法学部

X67000Y01000Z00000 法学部 法律学科

X67200Y00000Z00000 経済学部

X67200Y01000Z00000 経済学部 経済学科

X67400Y00000Z00000 経営学部

X67400Y01000Z00000 経営学部 経営学科

X67600Y00000Z00000 理学部

X67600Y01000Z00000 理学部 数学科

X67600Y02000Z00000 理学部 物理学科

X67600Y03000Z00000 理学部 化学科

X67600Y04000Z00000 理学部 生物学科

X67600Y05000Z00000 理学部 地球惑星科学科

X67600Y06000Z00000 理学部 惑星学科

X67800Y00000Z00000 医学部

X67800Y01000Z00000 医学部 医学科

X67800Y02000Z00000 医学部 保健学科

X67800Y03000Z00000 医学部附属病院

X67800Y04000Z00000 医学部 事務部

X67800Y05000Z00000 医学部 総務課

X67800Y06000Z00000 医学部 管理課

X67800Y07000Z00000 医学部 施設管理課

X67800Y08000Z00000 医学部 病院経営企画課

X67800Y09000Z00000 医学部 学務課

X67800Y10000Z00000 医学部 研究支援課

X67800Y11000Z00000 医学部 医事課

X67800Y12500Z00000 医学部 医療支援課

X67800Y13000Z00000 医学部 国際がん医療・研究センター事務室

X67800Y14000Z00000 医学部 医工融合型新専攻設置準備事務室

X68000Y00000Z00000 工学部

X68000Y01000Z00000 工学部 建設学科

X68000Y02000Z00000 工学部 建築学科

X68000Y03000Z00000 工学部 市民工学科

X68000Y04000Z00000 工学部 電気電子工学科

X68000Y05000Z00000 工学部 機械工学科

X68000Y06000Z00000 工学部 応用化学科



X68000Y07000Z00000 工学部 情報知能工学科

X68200Y00000Z00000 農学部

X68200Y01000Z00000 農学部 食料環境システム学科

X68200Y02000Z00000 農学部 資源生命科学科

X68200Y03000Z00000 農学部 生命機能科学科

X68400Y00000Z00000 海事科学部

X68400Y01000Z00000 海事科学部 海事技術マネジメント学課程

X68400Y02000Z00000 海事科学部 マリンエンジニアリング課程

X68400Y03000Z00000 海事科学部 乗船実習科

X68400Y04000Z00000 海事科学部 海事技術マネジメント学科

X68400Y05000Z00000 海事科学部 グローバル輸送科学科

X68400Y06000Z00000 海事科学部 海洋ロジスティクス科学科

X68400Y07000Z00000 海事科学部 海洋安全システム科学科

X68400Y08000Z00000 海事科学部 マリンエンジニアリング学科

X68500Y00000Z00000 海洋政策科学部

X68500Y01000Z00000 海洋政策科学部 海洋政策科学科

X68600Y00000Z00000 文化学研究科

X68600Y01000Z00000 文化学研究科 社会文化専攻

X68800Y00000Z00000 人文学研究科

X68800Y01000Z00000 人文学研究科 文化構造専攻

X68800Y02000Z00000 人文学研究科 社会動態専攻

X68800Y06000Z00000 人文学研究科 講座外（人文学研究科）

X69000Y00000Z00000 国際文化学研究科

X69000Y01000Z00000 国際文化学研究科 文化相関専攻

X69000Y02000Z00000 国際文化学研究科 グローバル文化専攻

X69000Y06000Z00000 国際文化学研究科 講座外（国際文化学研究科）

X69200Y00000Z00000 人間発達環境学研究科

X69200Y01000Z00000 人間発達環境学研究科 心身発達専攻

X69200Y02000Z00000 人間発達環境学研究科 教育・学習専攻

X69200Y03000Z00000 人間発達環境学研究科 人間行動専攻

X69200Y04000Z00000 人間発達環境学研究科 人間表現専攻

X69200Y05000Z00000 人間発達環境学研究科 人間発達専攻

X69200Y06000Z00000 人間発達環境学研究科 人間環境学専攻

X69200Y07000Z00000 人間発達環境学研究科 附属発達支援インスティテュート

X69400Y00000Z00000 法学研究科

X69400Y01000Z00000 法学研究科 実務法律専攻

X69400Y03500Z00000 法学研究科 法学政治学専攻

X69600Y00000Z00000 経済学研究科

X69600Y01000Z00000 経済学研究科 経済システム分析専攻

X69600Y02000Z00000 経済学研究科 経済学専攻

X69600Y03000Z00000 経済学研究科 講座外（経済学研究科）

X69800Y00000Z00000 経営学研究科

X69800Y01000Z00000 経営学研究科 経営学専攻

X69800Y02000Z00000 経営学研究科 現代経営学専攻

X70000Y00000Z00000 理学研究科



X70000Y01000Z00000 理学研究科 数学専攻

X70000Y02000Z00000 理学研究科 物理学専攻

X70000Y03000Z00000 理学研究科 化学専攻

X70000Y04000Z00000 理学研究科 生物学専攻

X70000Y05000Z00000 理学研究科 地球惑星科学専攻

X70000Y06000Z00000 理学研究科 惑星学専攻

X70200Y00000Z00000 医学研究科

X70200Y01000Z00000 医学研究科 バイオメディカルサイエンス専攻

X70200Y02000Z00000 医学研究科 医科学専攻

X70200Y03000Z00000 医学研究科 附属動物実験施設

X70200Y04000Z00000 医学研究科 附属感染症センター

X70400Y00000Z00000 医学系研究科

X70400Y01000Z00000 医学系研究科 医科学専攻

X70400Y02000Z00000 医学系研究科 看護学領域

X70400Y03000Z00000 医学系研究科 病因・病態解析学領域

X70600Y00000Z00000 保健学研究科

X70600Y01000Z00000 保健学研究科 保健学専攻

X70600Y02000Z00000 保健学研究科 総務係

X70600Y03000Z00000 保健学研究科 会計係

X70600Y04000Z00000 保健学研究科 教務学生係

X70800Y00000Z00000 工学研究科

X70800Y01000Z00000 工学研究科 建築学専攻

X70800Y02000Z00000 工学研究科 市民工学専攻

X70800Y03000Z00000 工学研究科 電気電子工学専攻

X70800Y04000Z00000 工学研究科 機械工学専攻

X70800Y05000Z00000 工学研究科 応用化学専攻

X70800Y06000Z00000 工学研究科 情報知能学専攻

X70800Y07000Z00000 工学研究科 工作技術センター

X70800Y08000Z00000 工学研究科 事務部

X70800Y09000Z00000 工学研究科 事務部総務課

X70800Y10000Z00000 工学研究科 事務部会計課

X70800Y11000Z00000 工学研究科 事務部学務課

X71000Y00000Z00000 システム情報学研究科

X71000Y01000Z00000 システム情報学研究科 システム科学専攻

X71000Y02000Z00000 システム情報学研究科 情報科学専攻

X71000Y03000Z00000 システム情報学研究科 計算科学専攻

X71200Y00000Z00000 農学研究科

X71200Y01000Z00000 農学研究科 食料共生システム学専攻

X71200Y02000Z00000 農学研究科 資源生命科学専攻

X71200Y03000Z00000 農学研究科 生命機能科学専攻

X71200Y04000Z00000 農学研究科 附属食資源教育研究センター

X71400Y00000Z00000 自然科学研究科

X71400Y01000Z00000 自然科学研究科 地域空間創生科学専攻

X71600Y00000Z00000 海事科学研究科

X71600Y01000Z00000 海事科学研究科 海事科学専攻



X71600Y02000Z00000 海事科学研究科 講座外（海事科学研究科）

X71600Y03000Z00000 海事科学研究科 附属国際海事研究センター

X71600Y04500Z00000 海事科学研究科 附属練習船海神丸

X71600Y11000Z00000 海事科学研究科 総務企画グループ

X71600Y12000Z00000 海事科学研究科 会計施設グループ

X71600Y13000Z00000 海事科学研究科 教務学生グループ

X71800Y00000Z00000 国際協力研究科

X71800Y01000Z00000 国際協力研究科 国際開発政策専攻

X71800Y02000Z00000 国際協力研究科 国際協力政策専攻

X71800Y03000Z00000 国際協力研究科 地域協力政策専攻

X72000Y00000Z00000 科学技術イノベーション研究科

X72000Y01000Z00000 科学技術イノベーション研究科 科学技術イノベーション専攻

X72200Y00000Z00000 文理農等キャンパス事務部

X72200Y01000Z00000 文理農等キャンパス人文学研究科事務課

X72200Y02000Z00000 文理農等キャンパス理学研究科事務課

X72200Y03000Z00000 文理農等キャンパス農学研究科事務課

X72200Y04000Z00000 文理農等キャンパス科学技術イノベーション研究科事務課

X72400Y00000Z00000 社会科学系事務部

X72400Y01000Z00000 社会科学系法学研究科事務課

X72400Y02000Z00000 社会科学系経済学研究科事務課

X72400Y03000Z00000 社会科学系経営学研究科事務課

X72400Y04000Z00000 社会科学系国際協力研究科事務課

X72400Y05000Z00000 社会科学系経済経営研究所事務課

X73500Y00000Z00000 高等学術研究院

X74400Y00000Z00000 経済経営研究所

X74400Y01000Z00000 経済経営研究所 グローバル経済

X74400Y02000Z00000 経済経営研究所 企業競争力

X74400Y03000Z00000 経済経営研究所 企業情報

X74400Y04000Z00000 経済経営研究所 グローバル金融

X74400Y05000Z00000 経済経営研究所 共同研究推進室

X74400Y06000Z00000 経済経営研究所 附属企業資料総合センター

X75200Y00000Z00000 バイオシグナル総合研究センター

X76000Y00000Z00000 内海域環境教育研究センター

X76800Y00000Z00000 都市安全研究センター

X77600Y00000Z00000 分子フォトサイエンス研究センター

X78400Y00000Z00000 海洋底探査センター

X80000Y00000Z00000 社会システムイノベーションセンター

X80200Y00000Z00000 数理・データサイエンスセンター

X80400Y00000Z00000 計算社会科学研究センター

X80600Y00000Z00000 先端バイオ工学研究センター

X80620Y00000Z00000 先端膜工学研究センター

X80640Y00000Z00000 未来医工学研究開発センター

X81600Y00000Z00000 統合研究拠点

X84800Y00000Z00000 研究基盤センター

X85600Y00000Z00000 環境保全推進センター



X86800Y00000Z00000 インクルーシブキャンパス・ヘルスケアセンター

X86800Y01000Z00000 インクルーシブキャンパス・ヘルスケアセンター 保健管理部門

X86800Y02000Z00000 インクルーシブキャンパス・ヘルスケアセンター 障害学生支援部門

X86800Y03000Z00000 インクルーシブキャンパス・ヘルスケアセンター ジェンダー平等推進部門

X88000Y00000Z00000 キャリアセンター

X89600Y00000Z00000 留学生センター

X91200Y00000Z00000 アドミッションセンター

X91500Y00000Z00000 安全保障輸出管理室

X91600Y00000Z00000 安全衛生・環境管理統括室

X91700Y00000Z00000 地域連携推進室

X92000Y00000Z00000 附属学校部

X92000Y01000Z00000 附属学校部 附属幼稚園

X92000Y02000Z00000 附属学校部 附属小学校

X92000Y03000Z00000 附属学校部 附属中等教育学校

X92000Y04000Z00000 附属学校部 附属特別支援学校

X92000Y05000Z00000 附属学校部 事務部

X92500Y00000Z00000 次世代光散乱イメージング科学研究センター

X92800Y00000Z00000 神戸バイオテクノロジー研究・人材センター

X93600Y00000Z00000 ＥＵインスティテュート関西業務推進室


