
令和３年度　組織図（新旧対照表）

参考資料３





総務企画局人事部
組織定数課

　定数：３３

会計管理者 会計管理者

会計室（会計管理者を充てる） 会計室（会計管理者を充てる）

会計管理課 会計管理課

審査課 審査課

　定数：４５

市長室 市長室

秘書課 秘書課

　市長秘書 　市長秘書

広聴課 広聴課

広報戦略室 広報戦略室

広報戦略課 広報戦略課

広報課 広報課

報道課 報道課

　　　　令和３年度 　組織図

令和２年度　定数：３２ 令和３年度

令和２年度　定数：４５ 令和３年度

会計室

市長室
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：２４８

局長 局長

行政部 行政部
総務課 総務課
情報公開室 情報公開室
法制課 法制課
　課長※審理員 　課長※審理員
行政マネジメント課
【公正職務推進室長を兼務】

行政マネジメント課
【公正職務推進室長を兼務】

公正職務推進室
【行政マネジメント課長が兼務】

公正職務推進室
【行政マネジメント課長が兼務】

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略室

情報システム課 情報システム課
ＩＣＴ戦略課
【企画調整部企画課長を兼務】

ＩＣＴ推進課
【企画調整部企画課長を兼務】

名称変更

課長※ＩＣＴ戦略
【企画調整部ＤＸ戦略課長が兼務】

新設

システム刷新課 システム刷新課

企画調整部 企画調整部

　部長※国家戦略特区等推進 　部長※国家戦略特区等推進

　部長※事業調整 新設

企画課長⑦ 企画課長⑦

企画課長①
【ＩＣＴ戦略室ＩＣＴ戦略課長が兼務】

企画課長①
【ＩＣＴ戦略室ＩＣＴ推進課長が兼務】

企画課長①
【部長※水資源対策課長※水資源対策が兼務】

企画課長①
【部長※水資源対策課長※水資源対策が兼務】

企画課長①
【経済観光文化局創業・立地推進部創業支援課
長が兼務】

企画課長①
【経済観光文化局創業・立地推進部創業支援課
長が兼務】

企画課長①
【経済観光文化局創業・立地推進部新産業振興
課長が兼務】

企画課長①
【経済観光文化局創業・立地推進部新産業振興
課長が兼務】

企画課長①
【住宅都市局九大まちづくり推進部課長※イノ
ベーション推進・Smart EASTが兼務】

企画課長①
【住宅都市局九大まちづくり推進部課長※イノ
ベーション推進・Smart EASTが兼務】

ＤＸ戦略課
【ＩＣＴ戦略室課長※ＩＣＴ戦略を兼務】

新設

統計調査課 統計調査課

部長※水資源対策 部長※水資源対策
課長※水資源対策
【企画調整部企画課長を兼務】

課長※水資源対策
【企画調整部企画課長を兼務】

国際部 国際部

国際政策課 国際政策課

国際協力課 国際協力課

課長※国際展開推進
【環境局環境政策部環境政策課長が兼務】

課長※国際展開推進
【環境局環境政策部環境政策課長が兼務】

課長※国際展開推進
【道路下水道局総務部下水道経営企画課長が兼務】

課長※国際展開推進
【道路下水道局総務部下水道経営企画課長が兼務】

課長※国際展開推進
【水道局総務部経営企画課長が兼務】

課長※国際展開推進
【水道局総務部経営企画課長が兼務】

国際交流課 国際交流課

アジア連携課 アジア連携課

課長※アジア太平洋都市サミット 課長※アジア太平洋都市サミット

人事部 人事部
人事課
【水道局総務部課長※給与・
交通局総務部課長※給与を兼務】

人事課
【水道局総務部課長※給与・
交通局総務部課長※給与を兼務】

研修企画課 研修企画課

職員健康課 職員健康課 

　産業医 組織変更

組織定数課 組織定数課

労務課 労務課

福利厚生課 福利厚生課

東京事務所 東京事務所

次長② 次長②

令和２年度　定数：２４９ 令和３年度

理事 理事

総務企画局
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：３５６

財政部 財政部

総務資金課 総務資金課

財政調整課 財政調整課

契約監理課 契約監理課

契約課 契約課

財産有効活用部 財産有効活用部

財産活用課 財産活用課

財産管理課 財産管理課

自動車管理事務所 自動車管理事務所

税務部 税務部

税制課 税制課

納税企画課 納税企画課

課税企画課 課税企画課

納税管理課 納税管理課

特別滞納整理課 特別滞納整理課

法人税務課 法人税務課

資産課税課 資産課税課

技術監理部 技術監理部

技術企画課 技術企画課

技術監理課 技術監理課

検査課 検査課

アセットマネジメント推進部 アセットマネジメント推進部

アセットマネジメント推進課 アセットマネジメント推進課

大規模施設調整課 大規模施設調整課

施設建設課 施設建設課

設備課 設備課

局長

理事

令和２年度　定数：３５２ 令和３年度
局長

理事

財政局
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：２３３

総務部 総務部

総務課 総務課

課長※区庁舎 課長※区庁舎

区政課 区政課

コミュニティ推進部 コミュニティ推進部

コミュニティ推進課 コミュニティ推進課

市民公益活動推進課 市民公益活動推進課

公民館支援課 公民館支援課

生涯学習課
【教育委員会教育支援部生涯学習課長を兼務】

教育委員会及び南区役所より一部移管

コミュニティ施設整備課 コミュニティ施設整備課

生活安全部 生活安全部

防犯・交通安全課 防犯・交通安全課

消費生活センター 消費生活センター

防災企画課 防災企画課

　課長※危機管理 　課長※危機管理

防災推進課 防災推進課

地域防災課 地域防災課

スポーツ推進部 スポーツ推進部

スポーツ推進課 スポーツ推進課

スポーツ施設課 スポーツ施設課

スポーツ事業課 スポーツ事業課

部長※世界水泳 部長※世界水泳

課長※世界水泳 課長※世界水泳

課長※世界水泳 課長※世界水泳

課長※世界水泳 課長※世界水泳

課長※世界水泳 課長※世界水泳

男女共同参画部 男女共同参画部

男女共同参画課 男女共同参画課

女性活躍推進課 女性活躍推進課

事業推進課 事業推進課

人権部 人権部

人権推進課 人権推進課

地域施策課 地域施策課

人権啓発センター 人権啓発センター

理事 理事

防災・危機管理部 防災・危機管理部

局長 局長

令和２年度　定数：２２８ 令和３年度

市民局
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：３９５

局長 局長

こども部 こども部

総務課 総務企画課 名称変更

企画課 こども健全育成課 名称変更

こども家庭課 こども家庭課

こども発達支援課 こども発達支援課

子育て支援部 子育て支援部

事業企画課 事業企画課

運営支援課 運営支援課

指導監査課 指導監査課

　課長※保育指導等 　課長※保育指導等

放課後こども育成課 教育委員会へ移管

こども総合相談センター　【理事が兼務】 こども総合相談センター　【理事が兼務】

　副所長 　副所長

調整課
（副所長事務取扱）

調整課
（副所長事務取扱）

こども支援第１課 こども支援第１課

こども支援第２課 こども支援第２課

こども緊急支援課 こども緊急支援課

課長※連携支援 新設

教育相談課
【教育委員会指導部教育相談課長が兼務】

教育相談課
【教育委員会指導部教育相談課長が兼務】

令和２年度　定数：３８８ 令和３年度

理事　【こども総合相談センター所長を兼務】 理事　【こども総合相談センター所長を兼務】

こども未来局
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：３８１

総務企画部 総務企画部

総務課 総務課

政策推進課 政策推進課

課長※健康先進都市推進 課長※健康先進都市推進
【高齢社会部認知症支援課長を兼務】

地域福祉課 地域福祉課

生活福祉部 生活福祉部

保護課 保護課

生活自立支援課 生活自立支援課

保険年金課 保険年金課

保険医療課 保険医療課

健康医療部 健康医療部

地域医療課 地域医療課

保健予防課 保健予防課

健康増進課
【口腔保健支援センター長を兼務】

健康増進課
【口腔保健支援センター長を兼務】

口腔保健支援センター
【健康増進課長が兼務】

口腔保健支援センター
【健康増進課長が兼務】

医療事業課 医療事業課

精神保健福祉センター 精神保健福祉センター

　副所長 　副所長

部長※新型コロナウイルス感染症対策 新設

課長※新型コロナウイルス感染症対策 新設

課長※新型コロナウイルス感染症対策 新設

課長※新型コロナウイルス感染症対策 新設

課長※新型コロナウイルス感染症対策 新設

部長※新型コロナウイルスワクチン接種 新設

課長※新型コロナウイルスワクチン接種 新設

課長※新型コロナウイルスワクチン接種 新設

高齢社会部 高齢社会部

高齢社会政策課 高齢社会政策課

地域包括ケア推進課 地域包括ケア推進課

介護保険課 介護保険課

高齢福祉課 高齢福祉課

認知症支援課
【事業者指導課長を兼務】

認知症支援課
【総務企画部課長※健康先進都市推進が兼務】

事業者指導課
【認知症支援課長が兼務】

事業者指導課

障がい者部 障がい者部

障がい企画課 障がい企画課

障がい者支援課 障がい者支援課

障がい福祉課 障がい福祉課

障がい者更生相談所 障がい者更生相談所

生活衛生部 生活衛生部

生活衛生課 生活衛生課

食品安全推進課 食品安全推進課

動物愛護管理センター 動物愛護管理センター

食肉衛生検査所 食肉衛生検査所

食品衛生検査所 食品衛生検査所

令和２年度　定数：３４５ 令和３年度
局長

理事

局長

理事

保健福祉局
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：２８６

局長 局長

環境政策部 環境政策部

総務課 総務課

環境政策課
【総務企画局国際部課長※国際展開推進を兼
務】

環境政策課
【総務企画局国際部課長※国際展開推進を兼
務】

環境・エネルギー対策課 環境・エネルギー対策課

環境監理部　【保健環境研究所長を兼務】 環境監理部　【保健環境研究所長を兼務】

環境調整課 環境調整課

環境保全課 環境保全課

保健環境研究所　【環境監理部長が兼務】 保健環境研究所　【環境監理部長が兼務】

環境科学課　 環境科学課　

保健科学課 保健科学課

循環型社会推進部 循環型社会推進部

計画課 計画課

家庭ごみ減量推進課 家庭ごみ減量推進課

事業系ごみ減量推進課 事業系ごみ減量推進課

収集管理課 収集管理課

産業廃棄物指導課 産業廃棄物指導課

施設部 施設部

管理課 管理課

工場整備課 工場整備課

課長※西部工場再整備 新設

施設課 施設課

西部工場 西部工場

臨海工場 臨海工場

クリーンパーク・東部 クリーンパーク・東部

令和２年度　定数：２８９ 令和３年度

環境局
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：２９３

局長 局長

理事 理事

総務・中小企業部 総務・中小企業部
総務課 総務課
政策調整課 政策調整課
経営支援課 経営支援課
地域産業支援課 地域産業支援課

創業・立地推進部 創業・立地推進部
創業支援課
【総務企画局企画調整部企画課長を兼務】

創業支援課
【総務企画局企画調整部企画課長を兼務】

企業誘致課 企業誘致課
新産業振興課
【総務企画局企画調整部企画課長を兼務】

新産業振興課
【総務企画局企画調整部企画課長を兼務】

産学連携課 産学連携課

部長※国際金融機能誘致 新設

課長※国際金融機能誘致 新設

国際経済・コンテンツ部 国際経済・コンテンツ部
国際経済課 国際経済課
コンテンツ振興課 コンテンツ振興課
まつり振興課 まつり振興課
　課長※屋台の魅力向上 　課長※屋台の魅力向上

観光産業課 観光産業課
観光マーケティング課 観光マーケティング課
地域観光推進課 地域観光推進課
クルーズ課 クルーズ課

ＭＩＣＥ推進課 ＭＩＣＥ推進課

課長※ＭＩＣＥ施設整備
【住宅都市局都心創生部 課長※ウォーターフロン
ト再整備推進を兼務】

課長※ＭＩＣＥ施設整備
【住宅都市局都心創生部 課長※ウォーターフロン
ト再整備推進を兼務】

文化振興課 文化振興課
文化施設課 文化施設課

組織変更

運営部　【文化振興部長が兼務】 ×運営部　【文化振興部長が兼務】 廃止
事業管理課 事業管理課
学芸課
【教育委員会美術館学芸課長を兼務】

学芸課
【教育委員会美術館学芸課長を兼務】

組織変更

運営部　【文化振興部長が兼務】 ×運営部　【文化振興部長が兼務】 廃止

運営課 運営課
学芸課
【教育委員会アジア美術館学芸課長を兼務】

学芸課
【教育委員会アジア美術館学芸課長を兼務】

文化財活用課 文化財活用課

史跡整備活用課 史跡整備活用課

埋蔵文化財課 埋蔵文化財課

埋蔵文化財センター
【教育委員会埋蔵文化財センター所長を兼務】

埋蔵文化財センター
【教育委員会埋蔵文化財センター所長を兼務】

組織変更

事業管理部　【文化財活用部長が兼務】 ×事業管理部　【文化財活用部長が兼務】 廃止

運営課　【市史編さん室長を兼務】 運営課　【市史編さん室長を兼務】

学芸課　【教育委員会博物館学芸課長を兼務】 学芸課　【教育委員会博物館学芸課長を兼務】

市史編さん室　【運営課長が兼務】 市史編さん室　【運営課長が兼務】

ボートレース事業部 ボートレース事業部

経営企画課 経営企画課

開催運営課 開催運営課

文化振興部
【美術館・アジア美術館各運営部長を兼務】

文化振興部
【美術館長・アジア美術館長を兼務】

文化財活用部
【博物館事業管理部長を兼務】

文化財活用部
【博物館長を兼務】

アジア美術館
【文化振興部長が兼務】【教育委員会アジア美術館長を兼務】

博物館
【文化財活用部長が兼務】【教育委員会博物館長を兼務】

観光コンベンション部

美術館
（運営部長事務代理）【教育委員会美術館長を兼務】

美術館
【文化振興部長が兼務】【教育委員会美術館長を兼務】

アジア美術館
（運営部長事務代理）【教育委員会アジア美術館長を兼務】

博物館
（事業管理部長事務代理）【教育委員会博物館長を兼務】

観光コンベンション部

令和２年度　定数：２９２ 令和３年度

経済観光文化局
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：１３３

局長 局長

総務農林部 総務農林部

総務課 総務課

政策企画課 政策企画課

農業振興課　 農業振興課　

課長※イノシシ等対策 課長※イノシシ等対策

森林・林政課 森林・林政課

農業施設課 農業施設課

水産部 水産部

水産振興課 水産振興課

漁港課 漁港課

中央卸売市場 中央卸売市場

市場課 市場課

鮮魚市場 鮮魚市場

課長※市場整備 課長※市場整備

青果市場 青果市場

食肉市場（市場課長を充てる） 食肉市場（市場課長を充てる）

令和２年度　定数：１３１ 令和３年度

農林水産局
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：３８４

局長 局長

理事② 理事②

総務部 総務部

総務課 総務課

企画課 企画課

都市計画部 都市計画部

都市計画課 都市計画課

交通計画課 交通計画課

住宅部 住宅部

住宅計画課 住宅計画課

建替・改善課 建替・改善課

住宅建設課 住宅建設課

住宅管理課 住宅管理課

　課長※管理・調整 　課長※管理・調整

建築指導部 建築指導部

建築指導課 建築指導課

監察指導課 監察指導課

建築物安全推進課 建築物安全推進課

建築審査課 建築審査課

開発・建築調整課 開発・建築調整課

地域まちづくり推進部 地域まちづくり推進部

地域計画課 地域計画課

都市景観室 都市景観室

まちづくり推進室 まちづくり推進室

跡地計画課 跡地計画課

都心創生部 都心創生部

都心創生課 都心創生課

ウォーターフロント再整備推進課 ウォーターフロント再整備推進課

ウォーターフロント再整備計画課 ウォーターフロント再整備計画課

課長※ウォーターフロント再整備推進
【経済観光文化局観光コンベンション部課長※
MICE施設整備が兼務】

課長※ウォーターフロント再整備推進
【経済観光文化局観光コンベンション部課長※
MICE施設整備が兼務】

課長※ウォーターフロント再整備推進
【港湾空港局港湾計画部再整備計画課長が兼務】

課長※ウォーターフロント再整備推進
【港湾空港局港湾計画部再整備計画課長が兼務】

都心交通課 都心交通課

九大まちづくり推進部 九大まちづくり推進部

計画調整課 計画調整課

課長※イノベーション推進・Smart EAST
【総務企画局企画調整部企画課長を兼務】

課長※イノベーション推進・Smart EAST
【総務企画局企画調整部企画課長を兼務】

九大跡地整備課 九大跡地整備課

香椎振興整備事務所 香椎振興整備部 名称変更

管理課 管理課（香椎振興整備部長事務取扱） 組織変更

商業対策課 商業対策課

換地課 ×換地課 廃止

花とみどりのまち推進部 花とみどりのまち推進部

みどり運営課 みどり運営課

みどり政策課 みどり政策課

一人一花推進課 一人一花推進課

みどり活用課 みどり活用課

みどり整備課 みどり整備課

動物園 動物園

植物園 植物園

令和３年度令和２年度　定数：３８６

住宅都市局
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：４５７

局長 局長

理事 理事

総務部 総務部

総務課 総務課

下水道経営企画課
【総務企画局国際部課長※国際展開推進を兼務】

下水道経営企画課
【総務企画局国際部課長※国際展開推進を兼務】

経理課 経理課

下水道料金課 下水道料金課

管理部 管理部

路政課 路政課 

自転車課 自転車課

駐車場施設課 駐車場施設課

道路維持課 道路維持課

下水道管理課 下水道管理課

計画部 計画部

計画調整課 計画調整課

道路計画課 道路計画課

高速道路推進課 高速道路推進課

下水道事業調整課 下水道事業調整課

下水道計画課 下水道計画課

河川計画課 河川計画課

建設部 建設部

建設推進課 建設推進課

東部道路課 東部道路課

西部道路課 西部道路課

雑餉隈連続立体交差課 雑餉隈連続立体交差課

東部下水道課 東部下水道課

中部下水道課 中部下水道課

西部下水道課 西部下水道課

河川課 河川課

下水道施設部 下水道施設部

施設管理課 施設管理課

施設整備課 施設整備課

水質管理課 水質管理課

東部水処理センター 東部水処理センター

中部水処理センター 中部水処理センター

西部水処理センター 西部水処理センター

和白水処理センター 和白水処理センター

用地部 用地部

用地調整課
【公共施設用地課長を兼務】

用地調整課
【公共施設用地課長を兼務】

公共施設用地課
【用地調整課長が兼務】

公共施設用地課
【用地調整課長が兼務】

東部用地課 東部用地課

中部用地課 中部用地課

西部用地課 西部用地課

令和３年度令和２年度　定数：４５８

道路下水道局
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：２５９

局長 局長

理事② 理事②

総務部 総務部

総務課 総務課

財務課 財務課

課長※財産活用 新設

客船事務所 客船事務所

港湾振興部 港湾振興部

港湾管理課 港湾管理課

港営課 港営課

物流推進課 物流推進課

クルーズ支援課 クルーズ支援課

港湾計画部 港湾計画部

計画課 計画課

再整備計画課
【住宅都市局都心創生部課長※ウォーターフロン
ト再整備推進を兼務】

再整備計画課
【住宅都市局都心創生部課長※ウォーターフロン
ト再整備推進を兼務】

みなと環境政策課 みなと環境政策課

港湾建設部 港湾建設部

維持課 維持課

補償課 補償課

工務課 工務課

東部建設課 東部建設課

施設課 施設課

アイランドシティ事業部 アイランドシティ事業部

事業管理課 事業管理課

計画調整課 計画調整課

分譲推進課 分譲推進課

空港振興部 空港振興部

空港企画課 空港企画課

空港対策課 空港対策課

空港整備推進課 空港整備推進課

令和３年度令和２年度　定数：２６２

港湾空港局
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：４４２

区長 区長

総務部　【保健福祉センター部長※福祉事務を兼務】 総務部

総務課 総務課

企画振興課 企画振興課

地域支援課
【教育委員会公民館長 ㉘ を兼務】

地域支援課
【教育委員会公民館長 ㉙ を兼務】

生涯学習推進課
【教育委員会東市民センター館長を兼務】

生涯学習推進課
【教育委員会東市民センター館長を兼務】

市民部 市民部

課税課 課税課

納税課 納税課

市民課 市民課

保険年金課 保険年金課

地域整備部 地域整備部

地域整備課 地域整備課

維持管理課 維持管理課

生活環境課 生活環境課

保健福祉センター 保健福祉センター

　保健所長 新設

　部長※福祉事務　【総務部長が兼務】 　×部長※福祉事務　【総務部長が兼務】 廃止

福祉・介護保険課 福祉・介護保険課

子育て支援課 子育て支援課

健康課 健康課

地域保健福祉課 地域保健福祉課

保護第１課 保護第１課

保護第２課 保護第２課

衛生課 衛生課

令和３年度令和２年度　定数：４４１

東区役所
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：４３０

区長 区長

総務部　【保健福祉センター部長※福祉事務を兼務】 総務部

総務課 総務課

企画振興課 企画振興課

地域支援課
【教育委員会公民館長 ㉒を兼務】

地域支援課
【教育委員会公民館長 ㉒を兼務】

生涯学習推進課
【教育委員会博多市民センター館長を兼務】

生涯学習推進課
【教育委員会博多市民センター館長を兼務】

市民部 市民部

課税課 課税課

納税課 納税課

市民課 市民課

保険年金課 保険年金課

地域整備部 地域整備部

地域整備課 地域整備課

維持管理課 維持管理課

自転車対策・生活環境課 自転車対策・生活環境課

保健福祉センター 保健福祉センター

　保健所長 新設

　部長※福祉事務　【総務部長が兼務】 　×部長※福祉事務　【総務部長が兼務】 廃止

福祉・介護保険課 福祉・介護保険課

子育て支援課 子育て支援課

健康課 健康課

地域保健福祉課 地域保健福祉課

保護第１課 保護第１課

保護第２課 保護第２課

保護第３課 保護第３課

衛生課 衛生課

令和３年度令和２年度　定数：４２８

博多区役所
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：３２５

区長 区長

総務部 総務部　【市民部長を兼務】

総務課 総務課

企画振興課 企画振興課

地域支援課
【教育委員会公民館長⑭を兼務】

地域支援課
【教育委員会公民館長⑭を兼務】

生涯学習推進課
【教育委員会中央市民センター館長を兼務】

生涯学習推進課
【教育委員会中央市民センター館長を兼務】

市民部　【保健福祉センター部長※福祉事務を兼務】 市民部　【総務部長が兼務】

課税課 課税課

納税課 納税課

市民課 市民課

保険年金課 保険年金課

地域整備部 地域整備部

地域整備課 地域整備課

維持管理課 維持管理課

生活環境課 生活環境課

保健福祉センター 保健福祉センター

　保健所長 新設

　部長※福祉事務　【市民部長が兼務】 　×部長※福祉事務　【市民部長が兼務】 廃止

福祉・介護保険課 福祉・介護保険課

子育て支援課 子育て支援課

健康課 健康課

地域保健福祉課 地域保健福祉課

保護課 保護課

衛生課 衛生課

令和２年度　定数：３２６ 令和３年度

中央区役所
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：３８８

区長 区長

総務部　【保健福祉センター部長※福祉事務を兼務】 総務部

総務課 総務課

企画振興課 企画振興課

地域支援課
【教育委員会公民館長㉕を兼務】

地域支援課
【生涯学習推進課長及び教育委員会公民館長㉕
を兼務】

生涯学習推進課

【教育委員会南市民センター館長を兼務】

生涯学習推進課
【地域支援課長が兼務】
【教育委員会南市民センター館長を兼務】

市民局へ一部移管

市民部 市民部

課税課 課税課

納税課 納税課

市民課 市民課

保険年金課 保険年金課

地域整備部 地域整備部

地域整備課 地域整備課

維持管理課 維持管理課

生活環境課 生活環境課

保健福祉センター 保健福祉センター

　保健所長 新設

　部長※福祉事務　【総務部長が兼務】 　×部長※福祉事務　【総務部長が兼務】 廃止

福祉・介護保険課 福祉・介護保険課

子育て支援課 子育て支援課

健康課 健康課

地域保健福祉課 地域保健福祉課

保護第１課 保護第１課

保護第２課 保護第２課

衛生課 衛生課

令和２年度　定数：３９０ 令和３年度

南区役所
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：２５７

区長 区長

総務部 総務部

総務課 総務課

企画共創課 企画共創課

地域支援課
【教育委員会公民館長⑪を兼務】

地域支援課
【教育委員会公民館長⑪を兼務】

生涯学習推進課
【教育委員会城南市民センター館長を兼務】

生涯学習推進課
【教育委員会城南市民センター館長を兼務】

市民部　【保健福祉センター部長※福祉事務を兼務】 市民部　【保健福祉センター所長が兼務】

課税課 課税課

納税課 納税課

市民課 市民課

保険年金課 保険年金課

地域整備部 地域整備部

地域整備課 地域整備課

維持管理課 維持管理課

生活環境課 生活環境課

保健福祉センター 保健福祉センター　【市民部長を兼務】

　保健所長 新設

　部長※福祉事務　【市民部長が兼務】 　×部長※福祉事務　【市民部長が兼務】 廃止

福祉・介護保険課 福祉・介護保険課

子育て支援課 子育て支援課

健康課 健康課

地域保健福祉課 地域保健福祉課

保護課 保護課

衛生課 衛生課

令和３年度令和２年度　定数：２５８

城南区役所
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：３４７

区長 区長

総務部 総務部

総務課 総務課

企画課 企画課

地域支援課
【教育委員会公民館長㉔を兼務】

地域支援課
【教育委員会公民館長㉔を兼務】

生涯学習推進課
【教育委員会早良市民センター館長を兼務】

生涯学習推進課
【教育委員会早良市民センター館長を兼務】

市民部　【保健福祉センター部長※福祉事務を兼務】 市民部　【保健福祉センター所長が兼務】

課税課 課税課

納税課 納税課

市民課 市民課

保険年金課 保険年金課

入部出張所 入部出張所

地域整備部 地域整備部

地域整備課 地域整備課

維持管理課 維持管理課

生活環境課 生活環境課

保健福祉センター 保健福祉センター　【市民部長を兼務】

　保健所長 新設

　部長※福祉事務　【市民部長が兼務】 　×部長※福祉事務　【市民部長が兼務】 廃止

福祉・介護保険課 福祉・介護保険課

子育て支援課 子育て支援課

健康課 健康課

地域保健福祉課 地域保健福祉課

保護課 保護課

衛生課 衛生課

令和２年度　定数：３４９ 令和３年度

早良区役所
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：３４８

区長 区長

総務部 総務部

総務課
【防災・安全安心室長を兼務】

総務課
【防災・安全安心室長を兼務】

防災・安全安心室
【総務課長が兼務】

防災・安全安心室
【総務課長が兼務】

企画振興課 企画振興課

地域支援課
【教育委員会公民館長㉓を兼務】

地域支援課
【教育委員会公民館長㉓を兼務】

生涯学習推進課
【教育委員会西市民センター館長を兼務】

生涯学習推進課
【教育委員会西市民センター館長を兼務】

市民部　【保健福祉センター部長※福祉事務を兼務】 市民部　【保健福祉センター所長が兼務】

課税課 課税課

納税課 納税課

市民課 市民課

保険年金課 保険年金課

西部出張所 西部出張所

地域整備部 地域整備部

管理調整課 管理調整課

土木第１課 土木第１課

土木第２課 土木第２課

生活環境課 生活環境課

保健福祉センター 保健福祉センター　【市民部長を兼務】

　保健所長 新設

　部長※福祉事務　【市民部長が兼務】 　×部長※福祉事務　【市民部長が兼務】 廃止

福祉・介護保険課 福祉・介護保険課

子育て支援課 子育て支援課

健康課 健康課

地域保健福祉課 地域保健福祉課

保護課 保護課

衛生課 衛生課

令和２年度　定数：３４９ 令和３年度

西区役所
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：１,１０３

局長 局長

総務部 総務部

総務課 総務課

職員課 職員課

管理課 管理課

消防学校 消防学校

教育課（消防学校長事務取扱） 教育課（消防学校長事務取扱）

警防部 警防部

警防課 警防課

消防団課 消防団課

救急課 救急課

消防航空隊 消防航空隊

　課長※運航安全管理 新設

情報指令部 情報指令部

情報管理課 情報管理課

災害救急指令センター 災害救急指令センター

予防部 予防部

予防課 予防課

指導課 指導課

査察課 査察課

防災センター 防災センター

東消防署 東消防署

予防課 予防課

警備課 警備課

博多消防署 博多消防署

予防課 予防課

警備課 警備課

中央消防署 中央消防署

予防課 予防課

警備課 警備課

南消防署 南消防署

予防課 予防課

警備課 警備課

城南消防署 城南消防署

予防課 予防課

警備課 警備課

早良消防署 早良消防署

予防課 予防課

警備課 警備課

西消防署 西消防署

予防課 予防課

警備課 警備課

令和２年度　定数：１,１０１ 令和３年度

消防局
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：４７８

事業管理者（特別職） 事業管理者（特別職）

理事 理事

総務部 総務部

総務課 総務課

課長※給与
【総務企画局人事部人事課長が兼務】

課長※給与
【総務企画局人事部人事課長が兼務】

経営企画課
【総務企画局国際部課長※国際展開推進を
兼務】

経営企画課
【総務企画局国際部課長※国際展開推進を
兼務】

経理課 経理課

契約課 契約課

営業企画課 営業企画課

営業管理課 営業管理課

博多営業所 博多営業所

計画部 計画部

流域連携課 流域連携課

計画課 計画課

技術管理課 技術管理課

浄水部 浄水部

浄水調整課 浄水調整課

水管理課 水管理課

浄水施設課 浄水施設課

設備課 設備課

水道水質センター 水道水質センター

乙金浄水場 乙金浄水場

多々良浄水場 多々良浄水場

高宮浄水場 高宮浄水場

夫婦石浄水場 夫婦石浄水場

瑞梅寺浄水場 瑞梅寺浄水場

保全部 保全部

保全調整課 保全調整課

保全課 保全課

管修理課 管修理課

節水推進課 節水推進課

配水部 配水部

整備推進課 整備推進課

東部管整備課 東部管整備課

中部管整備課 中部管整備課

西部管整備課 西部管整備課

令和２年度　定数：４７８ 令和３年度

水道局
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：５８０

事業管理者（特別職） 事業管理者（特別職）

理事 理事

総務部 総務部

総務課 総務課

課長※給与
【総務企画局人事部人事課長が兼務】

課長※給与
【総務企画局人事部人事課長が兼務】

経営企画課 経営企画課

財務課 財務課

マーケティング推進室 新設

営業課

広告・駅ナカ事業課 広告・駅ナカ事業課

運輸部　 運輸部　

営業課

乗客サービス課 ×乗客サービス課 廃止

　課長※駅務 駅務サービス課 名称変更

運転課 運転課

運輸指令 運輸指令

姪浜乗務事務所 姪浜乗務事務所

橋本乗務事務所 橋本乗務事務所

施設部 施設部

施設課 施設課

電気課 電気課

施設設計課

軌道課 軌道課

姪浜保守事務所 姪浜保守事務所

橋本保守事務所 橋本保守事務所

車両課 車両課

姪浜車両工場 姪浜車両工場

橋本車両工場 橋本車両工場

建設部 建設部

技術課 技術課

計画課 計画課

施設設計課

建設課 建設課

工事事務所 工事事務所

　課長※沿線調整 　課長※沿線調整

令和２年度　定数：５８０ 令和３年度

交通局
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：９６５　※

※旧県費負担教職員を除く

教育長（特別職） 教育長（特別職）

教育次長 教育次長

理事 理事

総務部　【部長※服務指導を兼務】 総務部

総務課 総務課

教育政策課 教育政策課

課長※学校教育企画 ×課長※学校教育企画 廃止

通学区域課

  課長※通学区域調整   ×課長※通学区域調整 廃止

学務支援課

放課後こども育成課 こども未来局から移管

人権・同和教育課

職員部　【教育センター所長を兼務】 新設

労務・給与課

職員課  【服務指導課長を兼務】 職員課

服務指導課　【職員課長が兼務】 服務指導課

労務・給与課

教職員第１課 教職員第１課

教職員第２課 教職員第２課

人権・同和教育課

　部長※服務指導　【総務部長が兼務】 　×部長※服務指導　【総務部長が兼務】 廃止

教育環境部 教育環境部

教育環境課 【課長※空調設備整備を兼務】 教育環境課 【課長※空調設備整備を兼務】

課長※空調設備整備　【教育環境課長が兼務】 課長※空調設備整備　【教育環境課長が兼務】

施設課　 施設課　

用地計画課 用地・建替計画課 名称変更

通学区域課

教育支援部 教育支援部

教育支援課 教育支援課

学務支援課

健康教育課 健康教育課

課長※学校等感染症対策 新設

給食運営課
【学校給食センター所長を兼務】

給食運営課
【学校給食センター所長を兼務】

学校給食センター 【給食運営課長が兼務】 学校給食センター 【給食運営課長が兼務】

生涯学習課 生涯学習課
【市民局コミュニティ推進部生涯学習課長が兼務】

市民局へ一部移管

市民センター（７区）
【館長は各区生涯学習推進課長が兼務】

市民センター（７区）
【館長は各区生涯学習推進課長が兼務】

公民館（７区）
【館長は各区地域支援課長が兼務】

公民館（７区）
【館長は各区地域支援課長が兼務】

指導部 指導部

学校指導課 学校企画課 名称変更

 課長※教科等指導②
　【教育センター研修・研究課長②が兼務】

 ×課長※教科等指導②
　【教育センター研修・研究課長②が兼務】

廃止

小学校教育課 名称変更

生徒指導課 中学校教育課 名称変更

高校教育課 新設

安全・安心推進課 新設

教育ＩＣＴ推進課 名称変更

教育相談課　【こども未来局こども総合相談セ
ンター教育相談課長を兼務】

教育相談課　【こども未来局こども総合相談セ
ンター教育相談課長を兼務】

発達教育センター 発達教育センター

教育センター 教育センター　【職員部長が兼務】

管理課

研修・研究課長② 【指導部学校指導課 課長
※教科等指導②を兼務】

人材育成課 名称変更

総合図書館（事業管理部長事務代理） 総合図書館 組織変更

　事業管理部長 　×事業管理部長 廃止

運営課 運営課

図書サービス課 図書サービス課

文学・映像課 文学・映像課

学校 学校

令和２年度　定数：９６７ ※ 令和３年度

教育委員会
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総務企画局人事部
組織定数課　　　　令和３年度 　組織図

　定数：３０

市選挙管理委員会事務局 市選挙管理委員会事務局

選挙課 選挙課

東区選管委事務局 東区選管委事務局

次長 次長

博多区選管委事務局 博多区選管委事務局

次長 次長

中央区選管委事務局 中央区選管委事務局

次長 次長

南区選管委事務局 南区選管委事務局

次長 次長

城南区選管委事務局 城南区選管委事務局

次長 次長

早良区選管委事務局 早良区選管委事務局

次長 次長

西区選管委事務局 西区選管委事務局

次長 次長

　定数：１６

事務局長 事務局長

任用課 任用課

審査課 審査課

　定数：２６

事務局長 事務局長

次長 次長

監査総務課（次長事務取扱） 監査総務課（次長事務取扱）

事務監査課 事務監査課

工事監査課 工事監査課

　定数：１３

事務局長 事務局長

次長（事務局長事務取扱） 次長（事務局長事務取扱）

　定数：４０

事務局長 事務局長

次長 次長

総務秘書課 総務秘書課

議事課 議事課

調査法制課 調査法制課

令和２年度　定数：４０ 令和３年度

令和２年度　定数：３０ 令和３年度

令和２年度　定数：１６ 令和３年度

令和２年度　定数：２６ 令和３年度

令和２年度　定数：１４ 令和３年度

選挙管理委員会事務局

人事委員会事務局

監査事務局

農業委員会事務局

議会事務局
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