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2022 年度執行部の体制と役割 

 

１． 役員の責任と役割分担 

  

（１）学長  

大学の包括的な最終責任者（法人を代表し、意思決定の権限を有する）であり、重要会議の主

宰等を行う。 

 

（２）理事  

○ 学長を補佐して法人の分担業務を掌理する。主な分担業務は下記のとおりとする。 

○ 各理事は各自の所掌事項にかかわらず、法人業務全般に共同責任を負い、所掌事項以外につい

ても協議に加わり意見を述べることとする。 

○ 各分担業務に関わる理事、副学長、学長補佐、室長、センター長、部長、担当事務とも密接に

連携・協議し、大学全体のミッション、ビジョンの実現に資する活動を進める。 

 

【小花 貞夫 理事（研究・産学官連携戦略担当）】 

① 学長代理 

筆頭理事として、学長の指示または学長に事故あるときは学長の職務を代行する。 

② 研究企画戦略等 

i. 中期目標等における研究に関する企画戦略 

ii. 研究力強化に関する企画戦略 

iii. 研究大学強化促進事業に関する企画戦略、評価 

iv. 学内研究プロジェクトの推進に関する企画戦略 

v. 学外公募型研究プロジェクトへの応募推進 

vi. 研究関係予算（予算配分、競争的研究資金および概算要求の企画戦略等） 

vii. 研究関係の点検評価 

③ 産学官連携戦略等 

i. 企業等との共同研究、組織連携、外部資金獲得等に関する企画戦略 

ii. 知的財産の創出、取得、管理および戦略的活用 

iii. 産・学・官との連携による人材育成に関すること 

iv. 利益相反マネジメントに関すること 

④ その他 

i. 教育研究系職員の人事のとりまとめ 

ii. 所掌する教育研究系職員の人事に関すること 

iii. 所掌する事務系職員の人事に関すること 

iv. 所掌する研究教育マネジメント職員の人事に関すること 

v. 研究活動上の不正行為の防止・措置等に関すること 

vi. 公的研究費の運営・管理に関すること 

vii. 学術研究データの利活用の推進に関すること 

viii. 産学官連携センター、研究戦略推進室、研究活性化推進室、研究設備センター、情報基

盤センターに関すること 

⑤ 併任役職 

i. 研究活性化推進室長 

ii. 研究戦略推進室副室長 

iii. カーボンニュートラル推進本部副本部長 

iv. 西１１号館（イノベーティブ研究棟）館長 

v. 放射線安全管理委員会委員長 

vi. 利益相反マネジメント委員会委員長 
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vii. 情報化統括責任者（ＣＩＯ） 

viii. 最高情報セキュリティ責任者（ＣＩＳＯ） 

ix. 公的研究費の不正防止に関する統括管理責任者 

x. 研究活動に係る不正防止等に関する総括責任者 

xi. 輸出管理統括責任者 

 

【阿部 浩二 理事（教育・国際戦略担当）】 

① 教育企画戦略等 

i. 中期目標等における教育・学生支援に関する企画戦略 

ii. 高大接続やアドミッションに関する企画戦略 

iii. 教育力強化に関する企画推進 

iv. 学内教育改革プロジェクトの推進に関する企画戦略 

v. グローバル化教育に関する企画戦略 

vi. 学外公募型教育プロジェクトへの応募推進 

vii. 履修証明プログラムに関すること 

viii. 教育関係予算（予算配分、競争的教育資金および概算要求の企画戦略等） 

ix. 教育関係の点検評価 

② 国際企画戦略等 

i. 国際化に関する企画戦略 

ii. 海外組織（大学、研究機関等）との連携に関する企画戦略 

iii. 学生の海外派遣/受入に関する企画戦略 

iv. 海外サテライトオフィスを拠点とするミッションの企画戦略 

③ その他 

i. 所掌する教育研究系職員の人事に関すること 

ii. 所掌する事務系職員の人事に関すること 

iii. 所掌する研究教育マネジメント職員の人事に関すること 

iv. 産・学・官連携による人材育成に関すること 

v. 西東京三大学連携に関すること 

vi. 国際戦略推進室、評価室、附属図書館、教育研究技師部、国際教育センター、全学教育・

学生支援機構、大学教育センター、アドミッションセンター、学生支援センター、グロ

ーバル化教育機構、スーパー連携大学院推進室に関すること 

④ 併任役職 

i. 評価室長(法人・認証評価等) 

ii. 国際戦略推進室長 

iii. カーボンニュートラル推進本部副本部長 

iv. スーパー連携大学院推進室長 

v. グローバル化教育機構長 

vi. 全学教育・学生支援機構長 

 

【大家 万明 理事（経営・広報戦略担当）】 

① 経営･広報企画戦略 

i. 中期目標等における法人経営に関すること 

ii. 法人経営に関する点検評価 

iii. 研究、教育、入試、産学官連携、国際等、大学全体の広報に関する企画戦略 

iv. 大学基金に関すること 

v. 大学全体の施設（宿舎全般、保育施設、ＵＥＣコミュニケーションミュージアム含む）

の活用・運用に関すること 

vi. 100 周年キャンパス及びその施設マネジメントに関すること 

vii. 社会連携・社会貢献に関すること(公開講座、出張講義等) 

viii. 卒業生、同窓会に関すること 

ix. 広報センター、社会連携センター、男女共同参画・ダイバーシティ戦略推進室、ＵＥＣ
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コミュニケーションミュージアムに関すること 

② その他 

i. 所掌する教育研究系職員の人事に関すること 

ii. 所掌する事務系職員の人事に関すること 

iii. ハラスメントに関すること 

iv. 男女共同参画・ダイバーシティに関すること 

③ 併任役職 

i. 男女共同参画・ダイバーシティ戦略推進室長 

ii. 100 周年キャンパス運営本部副本部長 

iii. 電気通信大学基金運営委員会委員長 

iv. 施設活用調整委員会委員長 

v. ハラスメント防止対策委員長 

 

【三浦 和幸 理事（総務・財務担当）】  

① 総務 

i. 大学行事等に関すること 

ii. 大学関係法令に関すること 

iii. 中期目標等に関わる企画戦略の全体調整 

iv. 危機管理に関すること 

v. 情報公開、個人情報に関すること 

vi. 法人業務に関する点検評価 

② 人事 

i. 人件費管理 

ii. 事務職員の人事のとりまとめ 

iii. 所掌する事務系職員の人事に関すること 

iv. 人事労務に関すること（教育研究に係るものを除く） 

v. 労働安全衛生に関すること 

③ 財務 

i. 中期目標等における財務に関する企画戦略 

ii. 概算要求および予算配分のとりまとめに関すること 

iii. 予算執行に関する業務（不正対策含む） 

iv. 決算および分析に関すること 

④ 環境・施設 

i. 概算要求の取りまとめに関すること 

ii. 予算執行に関すること 

iii. 環境保全に関すること 

⑤ 併任役職  

i. 環境保全室長 

ii. 安全管理室長 

iii. カーボンニュートラル推進本部副本部長 

iv. 安全・衛生委員会委員長 

v. 情報公開・個人情報保護委員会委員長 

vi. 防災対策検討専門委員会委員長 

vii. 防火・防災対策委員会委員長 

viii. コンプライアンス推進責任者 

ix. 公益通報総括責任者 

x. 総括文書管理者 

xi. 総括個人情報保護管理者 

xii. 契約責任者・財務責任者・資産管理責任者 

xiii. 自衛消防隊長 

xiv. 総括安全衛生管理責任者 
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【非常勤 岡山 義光 理事（キャンパス情報基盤担当）】 

① 本学の業務のデジタル化に関すること 

② デジタル情報の収集・集約ならびに戦略的活用に関すること 

③ 情報システムセキュリティに関すること 

④ 情報基盤センターに関すること 

⑤ 関連センター等 

情報基盤センター、IR室、広報センター、学術国際部学術情報課情報システム係、UEC-CSIRT 

 

（３）監事 

○ 法人法で規定された役員で、法人の業務（会計を含む）を監査する。 

○ 学長、理事から独立で、法人の業務執行には直接関与しない。 

○ 役員会、経営協議会、教育研究評議会、学長選考・監察会議、人事調整委員会等の重要会議

に出席する等して、学長や役員会に意見を述べることができる。 

○ 役員（監事を除く）が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、

その旨を学長（当該役員が学長である場合にあっては、学長及び学長選考・監察会議）に報

告するとともに、文部科学大臣に報告する。 

○ 原則として、個々の教育研究活動については関与しない。 

○ 各監事の担当業務は定めない。 

○ 監事業務の事務支援は、内部監査室が担当する。 

 

【吉海 正憲   監事（非常勤）】 

【名取 はにわ 監事（非常勤）】 

 

 

２． 役員以外の執行責任者の役割分担 

 

（１）副学長 

○ 各担当理事と連携して、教育研究の現場における活動執行を指揮する。 

○ 各担当理事の企画戦略業務に教育研究の現場の立場から協力する。 

○ 各担当に関わるセンター業務について、センター長の立場から、或いはセンター長が別にい

る場合はその者と連携して、大学全体のミッション、ビジョンの実現に資する活動となるよ

う指揮する。 

 

【小池 卓二 副学長（研究担当）】 

○ 役員会、経営協議会、にオブザーバーとして出席し、担当業務並びに教育研究全般について、

現場と法人の相互理解に資する意見を述べる。 

① 研究力強化に関する諸施策の推進 

② 研究大学強化促進事業等の推進 

③ 研究プロジェクトの推進 

④ 学外公募型研究プロジェクトへの応募推進 

⑤ 併任役職 

 教育研究評議会評議員 

 

【村松 正和 副学長（教育担当）】 

○ 役員会、経営協議会、にオブザーバーとして出席し、担当業務並びに教育研究全般について、

現場と法人の相互理解に資する意見を述べる。 

① 教育力強化に関する諸施策の推進 

② 産・学・官との連携による人材育成の推進 

③ 大学教育センターのミッションの推進 
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④ 教育の国際化・連携推進 

⑤ 高大接続に関する企画戦略・推進 

⑥ 関連センター等 

大学教育センター、国際教育センター、スーパー連携大学院推進室、グローバル化教育機構 

⑦ 併任役職 

i. 総合コミュニケーション科学推進室長 

ii. 大学教育センター長 

iii. 教育研究評議会評議員 

 

【山口 浩一 副学長（学生・生涯キャリア支援担当）】 

○ 役員会、経営協議会、にオブザーバーとして出席し、担当業務並びに教育研究全般について、

現場と法人の相互理解に資する意見を述べる。 

① 学生支援 

i. 学生相談 

ii. 修学支援 

iii. 障害学生支援 

iv. 就職支援 

v. 課外活動支援 

vi. 後援会活動支援 

② 学生と職員の連携と協働 

③ 卒業生、同窓生に関すること 

④ ハラスメントに関すること 

⑤ 関連センター等 

学生支援センター、保健管理センター 

⑥ 併任役職 

i. 保健管理センター長 

ii. 学生支援センター長 

iii. 就職支援室長 

iv. 学生なんでも相談室長 

v. 障害学生支援室長 

vi. 教育研究評議会評議員 

 

【坂本 真樹 副学長（広報担当）】 

○ 役員会、経営協議会、にオブザーバーとして出席し、担当業務並びに教育研究全般について、

現場と法人の相互理解に資する意見を述べる。 

① 研究、教育、入試、産学官連携、国際等、大学全体の広報の推進 

② 関連センター等 

広報センター、ＵＥＣコミュニケーションミュージアム 

③ 併任役職 

i. 広報センター長 

ii. ＵＥＣコミュニケーションミュージアム館長 

iii. 教育研究評議会評議員 

 

【成見  哲 副学長（入試担当）】 

○ 担当理事のもと、副学長として特命事項を遂行する。 

① 入試改革の推進 

② 関連センター等 

アドミッションセンター 

③ 併任役職 

アドミッションセンター長 
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【中村  淳 副学長（キャンパス情報基盤担当）】 

○ 担当理事のもと、副学長として特命事項を遂行する。 

① 本学の業務のデジタル化に関すること 

② デジタル情報の収集・集約ならびに戦略的活用に関すること 

③ 情報システムセキュリティに関すること 

④ IRの推進に関すること 

⑤ 関連センター等 

情報基盤センター、IR室 

⑥  併任役職 

i. 情報基盤センター長 

ii. IR室長 

 

【美濃島 薫 副学長（学術研究データ利活用担当）】 

○ 担当理事のもと、副学長として特命事項を遂行する。 

① 研究データの管理・利活用に関すること 

② 研究インテグリティの確保に関すること 

③ 研究活動におけるデータ利用の個人情報取扱いに関すること 

 

（２）学長補佐 

○ 学長からの特命事項を遂行する。 

【渡辺 信一 学長補佐】 

特命事項 

i. 教育・研究・広報等の総合的国際化 

ii. 国際教育センター長 

iii. 国際戦略推進室副室長、広報センターアドバイザ 

 

【久野 雅樹 学長補佐】 

特命事項 

i. 共通教育・教養教育の全体計画策定及び体制整備 

ii. 大学教育センターアドバイザ 

 

（３）学術院長、同副院長 

○ 教員組織の一元化の目的に沿って、各部局等の実状を十分に考慮しながら、組織のセクショ

ナリズムを排し、教員系人事調整委員会での審議・調整も踏まえ、大学全体として適切な教

育研究系職員人事（採用、昇格、配置など）が実施できるよう学術院を運営する。 

【西野 哲朗 学術院長】 

【西岡  一 学術院副院長】 

 

（４）研究科長、学域長 

○ 「UEC ビジョン」の実現を目指して、定めた中期目標・計画を達成すべく、法人の経営方針、

戦略の下で、研究科、学域の教育研究活動が効果的、効率的に実施できるよう、研究科およ

び学域の運営を指揮する。 

【西野 哲朗 情報理工学研究科長】 

【西岡   一 情報理工学域長】 

【南   泰浩 情報システム学研究科長】 

 

 

３． その他学長を補佐する者の役割分担 

 

（１）学長顧問 
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○ 大学の経営・運営について学長の求めに応じて助言する。 

【梶谷 誠 学長顧問】 

 

（２）学長特別補佐 

○ 学長並びに理事の求めに応じて助言・支援を行う。 

【植村  隆 学長特別補佐】 

 

○ 学長からの特命事項に関して助言・支援を行う。 

【山本 佳世子 学長特別補佐】 

特命事項 

i. 教育研究に関する国の政策及び実施状況の調査 

ii. 産学官連携に関する国の政策及び実施状況の調査 

 

【宮浦 千里 学長特別補佐】 

特命事項 

i. ダイバーシティ推進に関する国の施策・社会動向の調査および、対応 

ii. 日本学術振興会および科学技術振興機構のダイバーシティに関する事業の調査および、

対応 

 

 

４．学長が主宰する主な会議 

 

① 役員会 

○ 法人として学長の意思決定の前提となる正式審議 

開催日：原則月１回（原則、教育研究評議会終了後又は経営協議会終了後） 

出席者：学長、理事 

オブザーバー：監事、教育研究評議会評議員を併任する副学長 

 

② 教育研究評議会 

○ 教育研究に関わる重要事項の審議 

開催日：原則月１回（原則第２水曜日午後） 

出席者：学長、理事、教育研究評議会評議員を併任する副学長、大学院情報理工学研究科長、 

情報理工学域長、評議員 

オブザーバー：監事、部長 

 

③ 経営協議会 

○ 経営に関わる重要事項の審議 

開催日：原則年５回（６月、９月、１２月、２月、３月） 

出席者：学長、理事、大学院情報理工学研究科長、 

情報理工学域長、学外委員 

オブザーバー：監事、教育研究評議会評議員を併任する副学長、部長 

 

④ D.C.&I.戦略推進会議 

○ 本学における統合的な戦略の策定及びその着実な推進のための全学的な検討を実施 

開催日：月２回程度 

出席者：学長、理事、副学長、大学院情報理工学研究科長、 

情報理工学域長、部長、国際教育センター長、産学官連携センター長 

 

⑤ 役員打合せ 

○ 学長、理事間の連絡調整 

○ 法人として措置・解決すべき案件の事前打ち合わせ 
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○ 法人としての企画・計画の事前打ち合わせ 

○ 理事、事務担当間の連絡調整 

開催日：原則毎週火曜日午後 

出席者：学長、理事、部長、総務企画課長 

 

⑥ 役員事務連絡会 

○ 学長が主宰する会議の議題等の整理 

開催日：原則第２月曜日（教育研究評議会、経営協議会及び役員会の議題の確認） 

出席者：学長、理事、部長、課長、室長 

 

⑦ 教員系人事調整委員会 

○ 教員系職員人事の年度計画の立案・実施・検証 

開催日：年６回程度 

出席者：学長、理事、学術院長、学術院副院長、大学教育センター長、評議員、 

学長が指名する専任教員、監事 

 

⑧ 事務系人事調整委員会 

○ 事務系職員人事の年度計画の立案・実施・検証 

開催日：年４回程度 

出席者：学長、理事、部長、監事 

以上 


