
２００４－０８年度国立大学法人理事出向一覧 
 

「意見広告の会」ニュース４６９ 特集号 

 
０４－０８「理事出向一覧」の見方 

 

・０８年度は途中経過になります。 

・個人名の右は旧職です。 

・「 」へ この場合は特に新職を示します。 

 

＊印は「理事わたり大学」です。 

「理事わたり大学」とは、 

①国立大学法人発足以降（発足時は含まず）に 

②他国大法人の文科省出向理事から （特に＊＊印で示す） 

③国大法人以外の機構の文科省出向者から（文科本省を含む） 

④国大法人の文科省出向者から 

以上の①と、②③④のうちのいずれかを満たす文科省出向理事を持つ大学です。 

例 

    千葉大学   福島健郎氏 ①と②を満たす。  

  北海道大学  島貫和男氏 ①と③を満たす。 

  長岡技術科学 鳥越定雄  ①と④を満たす。 

 

つまり、文科省の意向によって、文科省に帰属する公務員が、国立大学法人の理事に異動

着任しているというケースです。 

 

 

＊＊「理事出向一覧」＊＊ 

＊北海道大学  

 ０４ 斎藤秀明  平成１７年５月 国立国語研究所理事へ 

 ０５ 遠藤啓  内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官（併）内閣府官房審議官（沖

縄大学院大学担当） 

 ０６ 遠藤啓 

  ０７ 島貫和男  平成１７年 文科省初等中等教育局参事官 

                    １９年４月 理事・事務局長 

 ０８ 島貫和男  同上 

北海道教育大学  ナシ 

 ０８ ナシ 

室蘭工業大学   ナシ 

 ０８ ナシ 

小樽商科大学  ナシ 
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 ０８ ナシ 

帯広畜産大学  ナシ  
 ０８ ナシ 

旭川医科大学 

 ０４  太田貢   旭川医科大学事務局長 

 ０５ 太田貢 

  ０６ 太田貢  

  ０７ 太田貢 

 ０８ 太田貢 

北見工業大学 ナシ 

 

＊弘前大学     

 ０４      ナシ？ 

 ０５ 中山文夫  （独）国立オリンピック記念青少年総合センター総務部長 

  ０６ 小川清四郎（財務・施設） ２月～  福岡教育大学事務局長 

  ０７ 小川清四郎 

 ０８ 小川清四郎 

＊岩手大学  

 ０４ 菊地俊彦  平成 16 年 3 月 独立行政法人国立青年の家所長 4 月 文部科学省

（スポーツ・青少年局付）採用 4 月 文部科学省退職 

 ０５ 菊地俊彦 平成 17 年 6 月 （再任） 

 ０６ 池本龍二（財務・労務）  １１月～     

 ０７  池本龍二                  独立行政法人山口徳地青少年自然の家所長 

・０８ 倉田 裕 ０７大学共同利用機関法人自然科学研究機構岡崎統合事務センター長 

＊秋田大学 

 ０４ 荒木長  富山医科薬科大学事務局長 

 ０５ 荒木長 

 ０６ 山田久仁夫（総務）        ４月～  浜松医科大事務局長・副学長 

  ０７ 山田久仁夫 

 ０８ 谷川 成美 ０８年４月～ ２年間  文化庁長官官房政策課会計室長 

＊東北大学 

 ０４      ナシ 

 ０５ 徳重眞光  横浜国立大学事務局長 平成１７年４月 大臣官房付  

          平成１７年４月 同上退職（役員出向） 

  参考 萩原久和 文部科学省大臣官房文教施設企画部長退職 平成 17 年 3 月 31 日  
          東北大学 副学長 平成 17 年 4 月 1 日  
  ０６ 徳重眞光                       横浜国立大学事務局長 

  ０７ 徳重眞光 

 ０７ 折原守   放送大学学園事務局長  

 ０８ 折原守    
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＊宮城教育大学 

 ０４ 根本政之  宮城教育大学事務局長 

 ０５ 根本政之 

 ０６ 高尾展明（財務・事務局長）８月～  文化庁文化財美術学芸課 

  ０７  高尾展明 

    阿部芳吉                  ４月～  仙台市教育委員会委員長 

 ０８ 吉田龍哉                            北海道大学財務部長 

＊＊山形大学 

 ０４ 池田大祐  東京工業大学事務局長へ  

 ０５  田村幸男  愛媛大学理事 

  ０６ 田村幸男（総務・財務）              愛媛大学理事 

  ０７ 田村幸男 

 ０８ 結城章夫 文部科学省文部科学事務次官 

福島大学  ナシ 

 ０８ ナシ 

＊＊宇都宮大学 

 ０４ 吉田和文 放送大学学園総務部長 平成１６年４月文部科学省退職（役員出 

向）  
 ０５ 吉田和文 

 ０６ 村松君雄（総務・財務）            京都工芸繊維大学事務局長・理事 

  ０７ 村松君雄 

 ０８ 鹿野芳郎 平成19年 7月 1日～平成 21年３月 31日  国立花山青少年自然の家

所長 

＊茨城大学 ａ 

 ０４ 丸山彰   茨城大学事務局長 任期１６．９．１～１８．８．３１ 

 ０５ 長谷川正文 名古屋大学経理部長・核燃料サイクル開発機構経理部長 

  平成１７年１０月 文部科学省大臣官房付退職（役員出向） 

          平成１７年１０月 茨城大学理事 

  ０６  長谷川正文   

  ０７  長谷川正文 

 ０８ 長谷川正文 平成２２年８月まで 

＊筑波大学 

 ０４ 磯田文雄  文部科学省大臣官房総括会計官 平成 16 年 3 月  

          文部科学省退職（役員出向） 

 ０５ 磯田文雄 

 ０６ 泉紳一郎   ０６年４月    文部科学省大臣官房審議官（高等教育局担当) 

  ０７ 泉紳一郎 

 ０８ 田中敏  ０８年７月１１日    

         文部科学省大臣官房審議官（スポーツ・青少年局担当） 

＊群馬大学  
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 ０５ ナシ 

 ０６ 谷本雅男（事務局長）０６年４月      文部科学省大臣官房人事課調査官 

  ０７ 谷本雅男 

 ０８ 谷本 雅男 

＊＊埼玉大学 

 ０４     不明 

 ０５ 原政敏 （独）国立少年自然の家理事  平成１７年３月退職  
 ０６ 原政敏               （独）国立少年自然の家理事 

  ０７  原政敏 

 ０８ 丸山貴志 ０９年１月１日現在  国立大学法人琉球大学理事(2006-2008) 
＊＊千葉大学 

  ０４  佐藤政夫  千葉大学事務局長  平成１６年６月３０日 文部大臣官房付  

          ７月１日 あずさ監査法人顧問へ 

  ０５ 山根徹夫 文科省 スポーツ・青少年局企画・体育課長  

          Ｈ１６， ６ 文部科学省退職（役員出向） 

 ０６ 福島健郎（総務・事務局長） ０６年９月 三重大学理事・事務局長 

  ０７ 福島健郎 

 ０８ 福島健郎 

＊東京大学 

 ０４  上杉道世 東京大学事務局長 東京大学退職（役員出向） 

 ０５  上杉道世 

 ０６  上杉道世（人事・労務）        
  ０７  上杉道世   「独立行政法人日本スポーツ振興センター」理事へ 

 ０７ 辰野裕一 文部科学省大臣官房審議官（高等教育局担当） 

 ０８ 辰野裕一 

＊＊東京医科歯科大学 

 ０４  川本幸彦 兵庫教育大学事務局長  

          ０４年４月兵庫教育大学退職（役員出向）  
          ０４年１２月退職 兵庫教育大学副学長へ 理事から副学長へ 

 ０５ 入江孝信 国立大学法人大分大学理事 ０４年１２月退職役員出向） 

 ０６ 入江孝信 

  ０７ 入江孝信 

 ０８ 入江孝信 

東京外国語大学  ナシ 

 ０８ ナシ 

    事務局長・副学長（非理事） 金口恭久 独立行政法人国立西洋美術館副館長 

＊＊東京農工大学 

 ０４  山本順二 東京農工大学事務局長 ０４年３月３１日同退職（役員出向） 

 ０５  山本順二 

 ０６ 三村洋史（総務）０６年２月           三重大学事務局長 
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  ０７  三村洋史                             国立大学財務・経営センター理事 

 ０８ 竹本廣文 平成 16 年 4 月 信州大理事  
         平成 18 年 4 月 独立行政法人 国立青少年教育振興機構理事 

＊東京芸術大学 

 ０４ 太田和良幸 東京芸術大学事務局長  ０４年３月 同退職（役員出向） 

 ０５  太田和良幸 

 ０６ 

 ０７ 堀江振一郎（総務・事務局長）０７年２月～  宮内庁東宮侍従 

 ０８ 堀江振一郎 

東京工業大学   ナシ 

 ０８ ナシ 

東京海洋大学  ナシ 

 ０８ ナシ 

お茶の水女子大学 ナシ 

 ０８ ナシ 

＊電気通信大学 

 ０５ ナシ 

 ０６ 國友孝信 

 ０７ 國友孝信 

 ０８ 國友孝信 

一橋大学 ナシ 

 ０８  ナシ 

横浜国立大学  ナシ 

＊＊新潟大学 

 ０４  菅原秀章  新潟大学事務局長 ０４年３月同退職（役員出向） 

 ０５  菅原秀章 

 ０６  菅原秀章 

 ０７  島田正寛（事務総括）  ０７年４月～    大分大学理事 

 ０８ 島田正寛 

＊上越教育大学 

 ０４ 梶原憲次 上越教育大学事務局長  

          ０４年３月 上越教育大学事務局長辞職（役員出向） 

  ０５  梶原憲次 

  ０６ 新宅鉄衛 ４月～    （独）国立少年自然の家国立吉備少年自然の家所長 

  ０７ 新宅鉄衛 

 ０８ 新宅鉄衛 

＊長岡技術科学大学 

 ０４ 西澤良之 長岡科学技術大学（副学長出向）  

          ０４年３月 文部科学省退職（役員出向） 

 ０５  西澤良之 
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 ０６ 西澤良之 

 ０７ 鳥越定雄（総務・財務・兼事務局長）      大阪大学総務部長 

 ０８ 鳥越定雄 

＊富山大学 

  ０４ 近藤昌彦 平成１３年４月 独立行政法人国立青年の家理事 

  ０５  近藤昌彦 

  ０６ 近藤昌彦 

  ０７ 近藤昌彦  

 ０８ 近藤昌彦 

＊金沢大学 

 ０４ 朝倉信裕 金沢大学事務局長 平成１６年３月 退官（役員出向） 

１７年６月３０日 退職 

          平成 17 年 7 月 1 日 東京工科大学（学校法人） 事務局長へ  
  ０５ 本木章喜 日本学術会議総務部長 平成１７年７月 退官（役員出向） 

    平成１７年７月  国立大学法人金沢大学理事・副学長 

    平成１７年７月 国立大学法人金沢大学理事・副学長 

 ０６  本木章喜 （総務・人事・事務局長）０５年７月～  日本学術会議総務部長  
 ０６  中村厚生 （財務担当）       ０５年７月～  共立薬科大学事務局長  
                         ９７～００年  金沢大学事務局長 

 ０７  同 

 ０８ 高尾展明  国立大学法人宮城教育大学理事（財務担当）/副学長/事務局長 

＊福井大学 

 ０４ 飯田和郎 福井大学事務局長 

          平成 17 年 4 月 1 日 

          財団法人ユネスコ・アジア文化センター 総務部長・理事へ  
  ０５  辻田政昭   大阪大学総務部長 平成 17 年 3 月 退職 

  ０６ 

 ０７ 高梨桂治  KPMG ピートマーウイック税理士法人 福井大学監事 

 ０８ 高梨桂治 

＊信州大学 

 ０４ 竹本廣文  平成１２年４月 国際交流基金人物交流部長 

          平成１６年 ４月  文部科学省大臣官房付 辞職  
 ０５  竹本廣文 

  ０６ 須田秀志  ４月～              文部科学省研究開発局参事官 

  ０７ 須田秀志 

 ０８ 西尾 典眞 平成 16 年 4 月文部科学省研究開発局地震・防災研究課長 

          平成 18 年 8 月日本私立学校振興・共済事業団参与 

＊山梨大学 

  ０４ 鎌田徹   平成 14 年 4 月 1 日 島根大学事務局長 

          平成 16 年 9 月 30 日 文部科学省退職(役員出向) 
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 ０５  鎌田徹 

  ０６ 鎌田徹                                        
  ０７ 鎌田徹 

 ０８ 小島幸治 北陸先端科学技術大学院大学特別学長補佐 

＊岐阜大学 

 ０４ 奥野輝夫 平１４ １０ 岐阜大学事務局長 

          平１６ ３  岐阜大学退職（役員出向） 

  ０５ 奥野輝夫 

  ０６ 山本晃   ４月～              文部科学省医学教育課大学病院支援室長 

  ０７ 山本晃 

 ０８ 船戸輝久  福島大学事務長 

＊静岡大学 

 ０４ 渡部隆 平成１３年７月 沼津工業高等専門学校長 

          平成１６年３月 同上退職 

 ０５ 渡部隆 

  ０６ 不明 

  ０７ 学長  興直孝 平成 19 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日  
         科学技術振興事業団専務理事 

  ０７ 西村直章（総務・財務・施設・事務局長） ０７～  

        独立行政法人国立科学博物館次長（兼）経営管理部長事務取扱  
 ０８ 西村直章 

浜松医科大学   ナシ 

 ０８ ナシ 

＊名古屋大学 

 ０４ 渡橋正博  東京医科歯科大学事務局長 

平成１７年４月 産業医科大学 常務理事へ 

 ０５ 豊田三郎  前職 名古屋大学事務局長 

          略歴 文化庁宗務課長 

          文部科学大臣秘書官 

 ０７ 高橋誠（財務・事務局長）  政策研究大学院大学運営局長 

 ０８ 高橋誠 

愛知教育大学 

 ０４      ナシ 

 ０５ 細江保司 愛知教育大学事務局長 

 ０６・０７・０８ ナシ 

＊名古屋工業大学  
 ０４ 瀧川孝 平成１６年２月  名古屋工業大学事務局長 

          平成１６年３月  同上退職（役員出向） 

 ０４ 瀧川孝 

 ０６ 呉茂（兼事務局長） ０６年７月～     
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 ０７ 呉茂  文部科学省研究振興局ライフサイエンス課ゲノム研究企画調整官 

 ０８ 呉茂 

＊豊橋技術科学大学  

 ０７ ナシ 

新０８ 河野正俊 豊橋技術科学大学事務局長 

＊三重大学 

 ０４  福島健郎 平成１４年 ４月 大学評価・学位授与機構副機構長 

          平成１６年 ３月 大学評価・学位授与機構退職（役員出向） 

 ０５ 福島健郎 

  ０６ 三浦春政  ０６年１０月 

  ０７ 三浦春政    文部科学省生涯学習政策局社会教育課長退職（役員出向） 

 ０８ 三浦春政 

＊滋賀大学  

  ０４ 轟木長紘 河崎学園（学校法人）事務局長へ 平成１６年７月２２日 

  ０５  斉藤和信 平成１３年４月 文化庁長官官房政策課会計室長 

  ０６ 下地隆 ０６年１１月６日～ （独）国立青少年教育振興機構国立大隅青少年自   
然の家所長 

  ０７ 下地隆 

 ０８ 下地隆 

＊滋賀医科大学 

  ０４  若林茂樹 平成15年11月 独立行政法人宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部

科学推進部長  
  ０５  若林茂樹 

  ０６ 若林茂樹   

  ０７ 若林茂樹 

新０８ 脇坂信夫 

＊京都大学 

 ０４ 本間政雄 2001（平成 13）年 京都大学事務局長  
          2004（平成 16）年 3 月 文部科学省退職（役員出向） 

大学評価・学位授与機構国際連携センター・ センター長（兼）教授.へ 

事務局長ノート ２００４年３月 

本部事務局と事務局長は廃止することに決まったが、新たに「事務本部」を設け、総長が

理事の一人を「事務総合調整」担当理事に指名することになった。事務局、事務局長の廃

止は、ある意味ではこれまで数十年にわたる事務局のあり方、事務局長のあり方に対する

批判、反発の現れと考えることができ、仕方がない面もある。しかし理事が各部を担当す

る体制では、ただでさえ「縦割り」で動いている京大の事務組織がさらにバラバラになる

おそれがある。私は、管理・運営組織の WG で縦割りの弊害と調整役の必要性を強く訴え、

最終的に「事務総合調整」担当理事を置くことになったものである。事務合理化、職員の

再配置、電子事務局の構築など法人化後の事務合理化・効率化に必要なあらゆることがい

わゆる「横」の調整役を必要としており、こういう結果になって良かったと考えている。 
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 ０５ 木谷雅人 2003 年 7 月 文部科学省大臣官房審議官（研究開発局担当）  
          2005 年 9 月 文部科学省大臣官房付  
  ０６ 木谷雅人  

  ０７ 木谷雅人 

 ０８ 大西珠枝 

＊京都工芸繊維大学 

 ０４  村松君雄  平成 15 年 4 月 京都工芸繊維大学事務局長  
          平成 16 年 3 月 京都工芸繊維大学退職（役員出向）  
 ０５  村松君雄 

 ０６ 木下 眞  文部科学省研究振興局学術研究助成課企画室長 

 ０７ 木下 眞 

 ０８ 林 一義  文部科学省高等教育局私学部参事官付学校法人経営指導室長 

＊京都教育大学 

 ０４ 菊川治   平成１５年４月 2002 年ワールドカップサッカー大会日本組織委員 

会総務局長 

  ０５  菊川治 

 ０６ 菊川治 

  ０８ 下林正実  ２月 理事・事務局長  

＊＊大阪大学 

 ０４ 北見耕一  15． 1 大阪大学事務局長  
          16． 4 国立大学法人大阪大学理事・事務局長  
 ０５ 北見耕一 

 ０６ 北見耕一 

 ０７ 佐々木 順司 衆議院調査局文部科学調査室首席調査員 

  任期：H19． 8．26～H21． 8．25  
佐々木理事から３月３１日限りをもって辞任の申し出があったことについて、審議の結果、

これを承認した。3/18 役員会 

 ０８ 月岡 英人  独立行政法人大学入試センター理事・副所長 

    H20. 4. 1～H22. 3. 31  
＊大阪教育大学 

 ０４ 中岡司   文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長 

          大阪教育大学事務局長（2003.7～） 

          文部科学省高等教育局大学振興課長へ 

 ０５ 椎廣行 平成１６年４月  

          文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課民間教育事業振興室長 

          平成１７年 ７月 文部科学省退職（役員出向） 

          任期：平成 17 年 7 月 20 日～平成 18 年 3 月 31 日 

 ０６ 椎 廣行  しい ひろゆき  
 ０７ 椎廣行 

 ０８ 岩川雅士 
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＊大阪外国語大学 

 ０４ 大島貞男  大阪外国語大学事務局長 

 びわこ成蹊スポーツ大学事務局長へ 

 ０５ 塚越義行  平成１６年４月独立行政法人国立青年の家国立岩手山青年の家所 

長 

          平成１７年１０月 

          独立行政法人国立青年の家 国立岩手山青年の家退職（役員出向） 

 ０７ 大阪大と統合 

＊＊神戸大学  

 ０４ 阪内 宏一 平成 15 年 7 月 神戸大学事務局長  
 独立行政法人教員研修センター監事へ 平成１７年４月１日 

 ０５ 坂本邦夫 平成 16 年 4 月 国立大学法人和歌山大学理事。 

          平成 17 年 2 月 国立大学法人神戸大学理事。  
 ０６ 坂本邦夫 ０５年 2 月 国立大学法人神戸大学理事。 

 ０７ 太田和良幸（事務局長）  ０３東京芸術大学事務局長 ０４東京芸大理事 

                ０７年１月～ 

 ０８ 太田和良幸（事務局長） 

＊兵庫教育大学 

 ０４ 不明 

 ０５ 竹田貴文  平成１５年２月 東京大学学生部長 

 ０６  川本幸彦 

 ０７ 川本幸彦 

  平成１７年７月１日 兵庫教育大学理事（事務局長） 

     文部科学省大臣官房付 平成 16 年 12 月 31 日  

        副学長（非理事） 平成 17 年 1 月 1 日 

 ０８ 髙岡道久 (独)信州高遠少年自然の家所長 

＊奈良教育大学  

 ０４ 金田正男  奈良教育大学事務局長 

         一橋大学事務局長へ 

 ０５ 堀江克則  国立乗鞍青年の家所長 

         平成 17 年 2 月. 国立大学法人奈良教育大学事務局長.  
 ０６  堀江克則 平成 17 年 6 月. 理事・国立大学法人奈良教育大学事務局長（兼務） 

 ０７ 堀江克則  

 ０８ 石川健二 

 

＊奈良女子大学  

 ０４ 原克己 平成１４年１０月 奈良女子大学事務局長 

          平成１６年３月  文部科学省退職（役員出向） 

 平成１７年５月  鹿児島大学理事へ 

 ０５ 岡本親宣 平成１７年４月  国立大学法人奈良女子大学事務局長 
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          平成１７年６月   同退職（役員出向） 

 ０６ 岡本親宣 ０５年４月  国立大学法人奈良女子大学事務局長 

 ０７ 岡本親宣 

 ０８ 吉野正巳  国立大学法人東京大学学生部長 

＊和歌山大学  

 ０４ 坂本邦夫 平成 15 年 1 月 和歌山大学事務局長  
          平成 16 年 3 月 和歌山大学退職 (役員出向)  
          平成 16 年 4 月 国立大学法人和歌山大学理事  
          平成 17 年 2 月 国立大学法人神戸大学理事  
 ０５ 小畑力人  関西文理→立命館→和歌山大学監事→理事 

 ０６ ナシ 

 ０７ 盛本力  ０７年８月 和歌山大学事務局長 

 ０８ 盛本力 

＊＊鳥取大学  

 ０４ 三宅保信  文部科学省学術研究助成課企画室長 

 平成 15 年 7 月 鳥取大学事務局長  
          平成 16 年 3 月 鳥取大学退職（役員出向）  
          平成 16 年 4 月 国立大学法人鳥取大学理事  
          平成 17 年 4 月 国立大学法人長崎大学理事・事務局長へ 

 ０５ 高木義紀   茨城大学総務部長 

          国立山口徳地少年自然の家所長（前職） 

 ０６ 高木義紀   

 ０７ 高木義紀 

新０８ 若林茂樹  国立大学法人滋賀医科大学理事（前職） 

＊島根大学 

 ０４ ナシ 

 ０５ 

 ０６ 江原徳三  ０３九州大学財務部長 ０４年島根大学事務局長 

 ０７  江原徳三 

 ０８ 松本次好  国立大学法人九州大学総務部長 

＊＊岡山大学 

 ０４ 阿部健 2001. 4 大分医科大学事務局長 

          2003.10 岡山大学事務局長（在任中） 

          2004. 4 国立大学法人岡山大学理事（在任中） 

 ０５ 阿部健 

 ０６ 梶原憲次 ０４年上越教育大学理事・事務局長 

 ０７ 梶原憲次 

 ０８ 北尾善信 文部科学省高等教育局私学部参事官 

＊＊広島大学 

 ０４ 塩谷幾雄  広島大学事務局長 
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 ０５年４月 高松工業高等専門学校長へ 

 ０５ 工藤敏夫  平成 16 年 4 月 鹿屋体育大学理事・副学長  
          平成 17 年 4 月 広島大学理事・副学長（人事・総務担当） 

 ０６ 工藤敏夫 平成 16 年 4 月 鹿屋体育大学理事・副学長  
 ０７ 工藤敏夫 平成 17 年 4 月 広島大学理事・副学長（人事・総務担当） 

 ０８ 河本朝光 国立大学法人高知大学理事（財務担当） 

＊＊山口大学  

 ０４・０５ ナシ 

 ０６ 大元正康 琉球大学理事 ４月山口大学事務局長 ５月理事 

 ０７ 大元正康 

 ０８ 通山正年 お茶の水女子大学副学長 

＊＊徳島大学 

 ０４ 中村廣志 平成１３年１０月 室蘭工業大学事務局長  
           平成１６年４月 国立大学法人徳島大学理事（副学長）  
 ０５  中村廣志 

 ０６ 小林和久 室蘭工業大学事務局長 

 ０７  小林和久 

 ０８ 五十嵐義明 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学理事 

＊鳴門教育大学 

 ０６ 中川武義  

 ０７ 中川武義 国立青年の家淡路青年の家所長 

 ０８ 清水勇行 独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大雪青少年交流の家所長 

＊＊香川大学 

 ０４ 桐岡博道  平成 13 年 ７月 香川医科大学事務局長  

          平成 15 年 10 月 香川大学事務局長 

 ０５ 遠藤克司  平成１７年１０月１日より 国立大学法人富山大学事務局長 

 ０６ 遠藤克司  ０５・１０・１より現職 国立大学法人富山大学事務局長から 

 ０７ 堀江克則  奈良教育大学理事  

 ０８ 堀江克則 

＊愛媛大学 

 ０４ 田村幸男 2003 年 4 月愛媛大学事務局長 

          2004 年 3 月同退職 

          （文部科学省から国立大学法人愛媛大学に役員出向） 

    ２００５／１／１ 山形大学理事へ 

 ０５ ナシ 

 ０６ ナシ 

 ０７ ナシ 

 ０８ ナシ 

＊高知大学 

 ０４ 佐藤隆 平成 16 年 3 月 高知大学事務局長退職（役員出向） 
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          平成 16 年 4 月 国立大学法人高知大学理事（事務局長兼務） 

          熊本大学理事へ 

 ０５ 河本朝光  平成 17 年 3 月 文部科学省大臣官房会計課予算企画調整官退職 

          （役員出向） 

          平成 17 年 4 月 国立大学法人高知大学理事（事務局長兼務） 

 ０６ 河本朝光 

 ０７ 河本朝光 

 ０８ 渡辺政美  京都大学財務部長  

 ０８ 竹身良文  国立青少年振興機構国立大洲青少年交流の家所長 

 

福岡教育大学 ナシ 

 ０８ ナシ 

＊九州工業大学  

 ０７ 中島節夫  国立大学法人九州工業大学事務局長 

 ０８ 中島節夫 

＊＊九州大学 

 ０４ 早田憲治 平成１３年 ４月 九州大学事務局長 

          平成１６年 ３月 文部科学省退職（役員出向） 

          平成１６年 ４月 国立大学法人九州大学 理事 

 ０５ 早田憲治 

 ０６ 早田憲治  

 ０７ 松元昭憲（事務局長を兼ねる） (独)国立青少年教育振興機構理事 

 ０８ 松元昭憲 

＊佐賀大学 

 ０４ 野田清 平成１５年１０月  佐賀大学事務局長  
          平成１６年 ３月  佐賀大学退職（役員出向） 

          平成１６年４月 国立大学法人佐賀大学理事（財務・広報担当） 

           （事務局長兼務） 

 ０５ 野田清  名古屋大学医学部事務部長 

 ０６ 野田清   

 ０７ 野中修  国立大学法人広島大学総務部長兼人事部長 佐賀大学事務局長 

 ０８ 野中修 

＊＊長崎大学 

 ０４ 不明 

 ０５ 三宅保信  平成 15 年 7 月 鳥取大学事務局長  
          平成 16 年 3 月 鳥取大学退職（役員出向）  
          平成 16 年 4 月 国立大学法人鳥取大学理事  
          平成 17 年 4 月 国立大学法人長崎大学理事・事務局長  
 ０６ 三宅保信 

 ０７ 濱健男   独立行政法人国立高等専門学校機構事務局長  
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       石井利和    独立行政法人理化学研究所脳科学研究推進部長 

 ０８ 濱健男    

＊＊熊本大学 

 ０４ 長木正治  平成１３年７月  熊本大学事務局長 

          平成１６年４月  国立大学法人熊本大学理事 

          → 別府大学事務局局長１７年４月 

 ０５  佐藤隆   平成１５年１０月 高知大学事務局長 

          平成１６年４月  国立大学法人高知大学理事 

          平成１７年４月  国立大学法人熊本大学理事 

 ０６ 佐藤隆   

 ０７ 佐藤隆   

 ０８ 山本晃   国立大学法人岐阜大学理事 

＊大分大学 

 ０４ 入江孝信  平成 15 年 10 月 1 日 大分大学事務局長 

          平成 16 年 3 月 31 日 大分大学退職（役員出向）  
          →東京医科歯科大学理事 

 ０５ 島田正寛  （平成 17 年 10 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日） 

          平成 13 年 6 月 大臣官房会計課政府調達企画官（兼）      

                  大臣官房会計課政府調達室長 

    平成 17 年 1 月～平成 17 年 9 月 大分大学理事（財務担当） 

 ０６ 島田正寛  ０５・１・１大臣官房会計課政府調達企画官から 

 ０７ 栗城繁夫    大学共同利用機関法人自然科学研究機構岡崎統合事務センター長    

（兼）総務部長 

 ０８ 栗城繁夫 

＊宮崎大学 

 ０４ 大谷潔   平成１３年４月 筑波大学経理部長 

          平成１６年４月 筑波大学退職（役員出向） 

 ０５  大谷潔 

 ０６ 大谷潔   筑波大学経理部長 

 ０７  松川保      名古屋大学医学系研究科事務部長 

 ０８ 松川保 

＊＊鹿児島大学 

 ０４ 谷口政敏  平成１５年 １月 鹿児島大学事務局長 

          平成１６年 ３月 鹿児島大学退職（役員出向） 

          平成１６年 ４月 国立大学法人鹿児島大学理事（事務局長兼務） 

          平成１７年 ７月 株式会社タニヤマへ 

 ０５ 原克己   ０４ 国立大学法人奈良女子大学理事（事務局長兼務） 

 ０６ 原克己   国立大学法人奈良女子大学理事・事務局長 

 ０７ 渡部賢      国立大学法人東京海洋大学事務局長 

 ０８ 渡部賢 
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＊鹿屋体育大学 

 ０４ 工藤敏夫  平成１３年１月  文部科学省研究振興局量子放射線研究課長  
          平成１３年７月  弘前大学事務局長  
          平成１５年４月  鹿屋体育大学副学長  
          平成１６年３月  鹿屋体育大学退職（役員出向）  
          平成１６年４月  鹿屋体育大学理事・副学長  
 ０５ 高橋誠記  平成１３年７月 上越教育大学事務局長 

          平成１５年７月 独立行政法人国立美術館国立西洋美術館副館長 

          平成１７年５月 国立大学法人鹿屋体育大学理事 

 ０６ 高橋誠記 

 ０７ 高橋誠記 

 ０８ 井上明   国立大学法人総合研究大学院大学事務局長 

＊琉球大学 

 ０４ 大島正康  平成１３年４月 国立オリンピック記念青少年センター基金部長 

          平成１６年３月  同上退職 

          平成１６年４月  国立大学法人琉球大学理事 

 ０５ 大島正康      

 ０６ 丸山貴志  京都大学財務部長 

 ０７ 丸山貴志 

 ０８ 井手孝行  九州大学財務部長 

政策研究大学院大学 ナシ 

総合研究大学院大学 ナシ 

＊北陸先端科学技術大学院大学 

 ０４ 濱崎豊   平成１６年４月  情報・システム研究機構統計数理研究所  
          平成１６年１０月  文部科学省退職（役員出向）  
 ０５ 濱崎豊 

 ０６ 濱崎豊 

 ０７ 伊藤政信  千葉大学  平成１８年１２月 文部科学省退職（役員出向） 

 ０８ 伊藤政信 

＊奈良先端科学技術大学院大学 

 ０４ 北田憲治  平成１２年９月  北海道大学経理部長 

          平成１４年８月 奈良先端科学技術大学院大学事務局長 

          平成１６年３月  奈良先端科学技術大学院大学退職（役員出向） 

 ０５ 北田憲治 

 ０６ 五十嵐義明  ４月 筑波大学財務部長 

 ０７ 五十嵐義明 

 ０８ 澤田 公和  京都大学総務部長 
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筑波技術大学 

 ０４ 筑波技術短期大学  不明 

 ０５ 森澤良水  平成１７年４月 国立大学法人筑波技術短期大学理事兼副学長  
          平成１７年１０月 文部科学省退職（役員出向） 

 ０６ 筑波と統合 

富山医科薬科大学 

 ０４ 本間実 文部科学省高等教育局専門教育課教育大学室長 

 ０５ （富山大学へ）           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊高知大学 

 ０７ 河本朝光 

 ０８ 渡辺政美  ４月１日着任 京都大学財務部長  

 ０８ 竹身良文  ０９年１月１日着任  

          国立青少年振興機構国立大洲青少年交流の家所長 

    何のための理事交代か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「理事→理事」異動の実態 

＊＊山形大学    愛媛大→山形大     部制大→ 部制大 

＊＊宇都宮大学   京都工繊→宇都宮    その他→ 部制大 

＊＊千葉大学       三重大→千葉大          部制大→ 旧官立 

＊＊東京医科歯科大  大分大→医科歯科大      その他→ 新７大 
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＊＊新潟大学        大分大→新潟大          その他→ 旧官立 

＊＊神戸大学        和歌山大→神戸大        その他→ 旧官立 

          東京芸大→神戸大        その他→ 旧官立 

＊＊岡山大学        上越教育大→岡山大   部制大→ 旧官立 

＊＊広島大学        鹿屋体育大→広島大   その他→ 旧官立 

＊＊山口大学        琉球大→山口大     部制大→ 部制大 

＊＊香川大学        奈良教育大→香川大   その他→ 部制大 

＊＊長崎大学    鳥取大→長崎大          新７大→ 旧官立 

＊＊熊本大学        高知大→熊本大     その他→ 旧官立 

＊＊鹿児島大学   奈良女大→鹿児島大   その他→ 新７大 

 

 

文部科学省による大学序列表 

２００１．９．３独行法反対首都圏ネッ事務局 

 

＜参考資料として、「 学長の指定職の号俸にみる大学序列表」を最後に追加しました。（２

００１．９．２０）＞ 

文科省は全国９９大学を主として大学設置順によって、旧帝大、旧官立大学、新 7 大学、

部制大、その他大の 5 グループに厳格に序列化している。旧文部省によって作成され、文

科省に引き継がれた表がその序列を示している。 

旧帝大＝第２次大戦終了（1845.5.15）以前にその前身が帝国大学として設立されたもので

ある。ただし、筑波大学（1973.10.1 設立）のみは例外として、旧帝大グループに属してい

る。 

旧官立大＝第２次大戦終了以前にその前身が大学として設立されたものである。例えば、

一橋大学は、1920.4.1 に東京商科大学として設立された。 

新 7 大＝第２次大戦終了後、新制大学成立（1949.5.31）より前にその前身が設立されたも

のである。 

例えば、鳥取大学は、1948.2.10 に、米子医科大学として設立された。 

部制大＝新制大学成立後に設立された大学のうち、事務組織に “部制”がとられている大

学である。例えば、北海道教育大学には、事務局長の下に総務部長が配置されている。 

その他大＝新制大学成立後に設立された大学のうち、事務組織に“部制”がとられていな

い大学である。例えば、室蘭工業大学には、事務局長の下に総務部長はおらず、直接総務

課長が配置されている。 

病院格付とは、旧官立大学と新 7 大学を医科大学（付属病院）の設立年次で区分けしたも

のである。 

旧６官立大とは、旧官立大から附属病院を有しない東京工業、一橋をはずし、さらに第２

次大戦終了以前に医科大学（付属病院）設立のなかった神戸と広島を除いた６大学を指す。

新８大とは、新７大に、第２次大戦終了後、新制大学成立（1949.5.31）より前の 1948.3.10
に設立された広島県立医科大学を前身母体の一つとする広島を加えた 8 大学をさす。 
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この間の「大学改革」は殆ど例外なく、この序列に従って実行された。課長以上の本省人

事もこの序列の中で進められている。こうして大学の序列化が長期亘って推進されたので

ある。文科省『中間報告（案）』では、この序列化推進によって形成された厳然たる格差

を、「置かれている状況や条件」だと人ごとのように言い、それを踏まえて、“「多様化」

「個性化」せよ”と命じている。それは、明治時代以来の大学ヒエラルキーをさらに制度

的に固定しようとするものである。 

 

【旧帝大】北海道、東北、東京、名古屋、京都、大阪、九州、筑波 

【旧官立大】千葉、東京工業、一橋、新潟、金沢、神戸、岡山、広島、長崎、熊本 

【新７大】弘前、群馬、東京医科歯科、信州、鳥取、徳島、鹿児島 

【部制大】北海道教育、旭川医科、岩手、秋田、山形、茨城、宇都宮、埼玉、東京学芸、

東京農工、横浜国立、長岡技術科学、上越教育、富山、富山医科薬科、福井医科、山梨医

科、岐阜、静岡、浜松医科、愛知教育、名古屋工業、豊橋技術科学、三重、滋賀医科、大

阪教育、兵庫教育、島根医科、山口、鳴門教育、香川、香川医科、愛媛、高知医科、佐賀、

佐賀医科、大分医科、宮崎、宮崎医科、琉球、北陸先端科学技術大学院、奈良先端科学技

術大学院 

【その他大】室蘭工業、小樽商科、帯広畜産、北見工業、宮城教育、福島、図書館情報、

東京外国語、東京芸術、東京商船、東京水産、お茶の水女子、電気通信、福井、山梨、滋

賀、京都教育、京都工芸繊維、大阪外国語、神戸商船、奈良教育、奈良女子、和歌山、島

根、高知、福岡教育、九州芸術工科、九州工業、大分、鹿屋体育、総合研究大学院 

 

《病院格付》 

【旧６官立大】千葉、新潟、金沢、岡山、長崎、熊本 

【新８大】弘前、群馬、東京医科歯科、信州、鳥取、徳島、鹿児島、広島 

 

 

 

 

・旧帝大の理事たち 

 ０４年法人化の際には、「事務局長→理事」だった。 

  現在は「文科本省→理事」化しつつあるように見える 

 

＊北海道大学  

  ０７ 島貫和男  平成１７年 文科省初等中等教育局参事官 

                    １９年４月 理事・事務局長 

＊東北大学 

 ０６ 徳重眞光    横浜国立大学事務局長 

  ０７ 徳重眞光 

  ０７ 折原守   放送大学学園事務局長 

＊東京大学 
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 ０７ 辰野裕一  文部科学省大臣官房審議官（高等教育局担当） 

＊名古屋大学 

 ０７ 高橋誠（財務・事務局長）  政策研究大学院大学運営局長 

＊京都大学 

 ０５ 木谷雅人 2003 年 7 月 文部科学省大臣官房審議官（研究開発局担当）  
＊大阪大学 

 ０７ 佐々木 順司 衆議院調査局文部科学調査室首席調査員 

＊九州大学 

 ０７ 松元昭憲  (独)国立青少年教育振興機構理事 

＊筑波大学 

 ０４ 磯田文雄  文部科学省大臣官房総括会計官 平成 16 年 3 月  

 ０６ 泉紳一郎  文部科学省大臣官房審議官（高等教育局担当) 

 

 

 

愛媛大学 ０４ 

第７条常勤役員の俸給月額は，次のとおりとする。 

学長 ９９４，０００円 

理事 ７８４，０００円 

監事 ７２８，０００円 

 

山形大学 ０６ 

学長 年   12,780 千円 

理事４人 年 42,024 千円 

 

京都工繊 ０６ 

学長     11,928 千円 年 

理事４人   38,196 千円 

 

宇都宮大学 ０７ 

役員俸給表 

号 俸 俸給月額 

１ 637,000 

２ 669,000 

３ 703,000 

４ 744,000 

５ 801,000 

６ 861,000   理事６号以下 

７ 941,000 

８ 1,016,000  学長 
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９ 1,089,000 

 

三重大学 ０４ 

第 4 条 常勤役員の本給表は次に掲げるとおりとする。 

号給 本給月額 

円 

1 533,000 

2 592,000 

3 654,000 

4 728,000                    監事４号以下 

5 784,000 

6 843,000 

7 922,000  学長７号以上 理事７号以下 

8 994,000 

9 1,066,000 

 

千葉大学 ０７ 

第４条 常勤役員の俸給月額は，次のとおりとする。 

学長 １，１４２，０００円 

理事 ６５４，０００円から８４３，０００円までの範囲内で学長が定める額 

監事 ７２８，０００円 

 

大分大学 ０６ 

第４条 常勤役員の本給表は，次に掲げるとおりとする。 

号 給 本 給 月 額 

１ ５３３，０００円 

２ ５９２，０００円 

３ ６５４，０００円 

４ ７２８，０００円 

５ ７８４，０００円 

６ ８４３，０００円 

７ ９２２，０００円 

８ ９９４，０００円 

９ １,０６６，０００円 

２ 常勤役員の号給は，次の各号に掲げる範囲内で学長が決定する。 

(1) 学 長 ８号給又は９号給 

(2) 理 事 ３号給以上６号給以内 

(3) 監 事 １号給以上４号給以内 

 

- 20 -



東京医科歯科大学 ０７ 

第５条 常時勤務する役員の本給表は、次のとおりとする。  

号 給  本 給 月 額  

１  ６５４，０００円 

２  ７２８，０００円 

３  ７８４，０００円 

４  ８４３，０００円 

５  ９２２，０００円 

６  ９９４，０００円 

７  １，０６６，０００円 

８  １，１４２，０００円 

９  １，２１１，０００円 

 

２ 学長の号給は、７号給とする。  

３ 常時勤務する理事及び監事の号給は、原則として、理事は５号給まで、監事は４号給までの

範囲とし、当該役員の勤務内容等を勘案し、学長が別に定める。  

 

新潟大学 ０７ 

第８条常勤役員の本給表は，次のとおりとする。 

号給本給月額 

１ 530,000 円 

２ 590,000 円 

３ 650,000 円 

４ 720,000 円 

５ 780,000 円 

６ 840,000 円 

7 1,140,000 円 学長 

２ 常勤役員の号給は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 学長７号給 

(2) 理事６号給 

(3) 監事４号給 

 

和歌山大学 ０６ 

     報酬（給与） 

法人の長 12,780 千円 年 

理事 

（ ４ 人） 40,320 
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神戸大学 ０６ 

 平成１８年４月から俸給の月額を１，２２３千円から１，１４２千円に引き下げ 

た。なお，俸給の月額の引き下げに伴う経過措置（平成１８年３月３１日に受 

けていた俸給の月額の保障）の適用はない。以下理事及び監事も同じ。ま 

た，賞与の支給割合は，１２月期について１．７月分から１．７５月分に引き上 

げた。 

 平成１８年４月から俸給の月額を「７０１千円から９８８千円までの範囲内」から 

「６５４千円から９２２千円までの範囲内」に引き下げた。なお，賞与の支給割 

合は，１２月期について１．７月分から１．７５月分に引き上げた。 

 

    報酬（給与） 

学長  13,704 千円 年 

理事  63,186 千円 

（ 6 人） 

 

東京芸大 ０７ 

第５条常勤役員の俸給表は、次に掲げるとおりとする。 

号俸俸給月額 

１ ７２８，０００円 

２ ７８４，０００円 

３ ８４３，０００円 

４ ９２２，０００円 

５ ９９４，０００円  学長 

６ １，０６６，０００円 

２ 常勤役員の号俸は、次の各号に掲げる範囲内で学長が決定する。 

（１）学長５号俸以上 

（２）理事１号俸以上３号俸以内 

（３）監事１号俸 

 

上越教育大学 ０７ 

(1) 学長 994,000 円 

(2) 理事次の表のうちから，学長が定める額 

号俸俸給月額 

１ 654,000 

２ 728,000 

３ 784,000 

４ 843,000 

 

岡山大学 ０７ 
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第５条常勤の役員の俸給月額は，次表のとおりとする。なお，理事及び監事について

は， 

それぞれの理事及び監事ごとに次表に定める俸給月額のうちから，学長が決定する。 

役員の区分俸給月額 

学長１，１４２，０００円 

理事７２８，０００円 

  ７８４，０００円 

  ８４３，０００円 

  ９２２，０００円 

監事６５４，０００円 

  ７２８，０００円 

 

鹿屋体育大学 ０７ 

学長    ９９４，０００ 

理事 １   ６５５，０００ 

   ２  ７２８，０００ 

   ３  ７８４，０００ 

理事の給与は学長が決定する。 

 

広島大学 ０７ 

第 4 条 常勤役員の本給の月額は，次の表のとおりとし，理事にあってはその経歴等を考慮し決定す 

る。  

適用区分  号 俸  月 額  

学 長  7号俸 1,142,000円

理 事  4号俸 922,000円 

3号俸  843,000円 

2号俸  784,000円 

1号俸  728,000円

監 事  1号俸 728,000円

 

 

琉球大学 ０６ 

法人の長  １３，２２４千円 

理事        ４９，６５６千円 

（５人） 

 

山口大学 ０６ 

     報酬（給与）  

法人の長  12,898 千円 
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理事       38,174 千円 

（４人）     

 

奈良教育大学 ０６  

       報酬（給与） 年 

法人の長    12,780 千円 

理事       17,601 千円   平均 ８８００千円 

(  2 人) 

 

香川大学 ０６ 

      報酬（給与） 年 

法人の長  12,348 千円 

理事   45,472 千円  １ヶ月を１／１２とする。  平均 ９４００千

円 

（4 10/12 人） 

 

鳥取大学 ０７ 

第 8 条 常勤役員の俸給月額は，次表のとおりとする。 

役員区分 月額 適用区分  
学長 1,066,000 円    
理事 843,000 円  左の区分により学長が定める  
   784,000 円  
   728,000 円  
   654,000 円  
監事 728,000 円  
   654,000 円  
                                                          
長崎大学 ０７ 

別表 役員本給表(第 4 条関係) 

区分 本給月額  
学長 1,066,000  
理事 1 号 728,000  
   2 号 784,000  
監事 728,000  
 

高知大学 ０７ 

学長   ９９４，０００  月 

理事１    ６５４，０００ 

  ２  ７２８，０００ 

  ３  ７８４，０００ 
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  ４  ８４３，０００ 

 

熊本大学 ０６ 

第４条常勤役員の基本給月額は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 学長１，１４２，０００円 

(2) 理事 

理事の基本給月額は、以下の理事基本給表に定める号給とし学長が個別に決定する 

ものとする。 

号給 基本給月額 

１   ６５４，０００円 

２   ７２８，０００円 

３   ７８４，０００円 

４   ８４３，０００円 

 

奈良女子大学 ０６ 

第４条 常勤役員の基本給は，次の額とする。ただし，特別の事情がある場合には，次の額

の 

範囲内で，経営協議会の議を経て，別に定める額とすることができる。 

学長 月額 994,000 円 

理事 月額 843,000 円 

 

鹿児島大学 ０６ 

          報酬（給与） 

法人の長   12,792 千円 

理事    47,495 

（ 5 人） 

 


