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大学の組織図

その他（資料集）
（平成27年 4 月 1 日現在）

（部局名等末尾の番号は、担当する事務部を示す。）
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建物配置図及び部局所在地
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災害発生時の緊急連絡体制
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災害対策本部連絡先一覧　　　　　���（※印は対策本部各班連絡担当）

所属・職 内線番号 所属・職 内線番号

《対策本部》（ＦＡＸ：90-2139） 《避難住民対策班》（ＦＡＸ：90-2178）

本部長（総長） 90-2100 班長：企画部長 90-2170

副本部長（総務、労務管理、組織の国際化担当理事） 90-2101 ※産学・社会連携課長　　　　　　　　　�832-2121

副本部長（教育、キャリア形成支援、基幹教育、図書館担当理事）90-2106 企画課長 90-2171

副本部長（人事、財務担当理事） 90-2104 施設対策班（ＦＡＸ：2207）

副本部長（企画・評価、安全衛生、危機管理担当理事） 90-2105 班長：施設部長 99-2210

副本部長（キャンパス移転・整備、情報、情報公開、ハラスメント防止担当理事）90-2103 ※施設企画課長 99-2211

副本部長（研究、産学官社会連携担当理事） 90-2107 環境整備課長 99-2230

副本部長（広報、教育社会連携、高大連携、同窓会、九大基金担当理事）90-2102 施設管理課長 99-7105

副本部長（国際、知的財産、男女共同参画担当理事） 90-2108 整備計画課長 99-3861

《総務班》（ＦＡＸ：90-2139） 施設整備課長 99-2220

班長：総務部長 90-2120 《規制物質等対策班》（ＦＡＸ：7090）

※総務課長 90-2121 学術研究推進課長 99-2126

基金事業課長 90-2151 《救急衛生対策班》（ＦＡＸ：583-7060）

法令審議室長（総務課長兼務） 90-2121 班長：キャンパスライフ・健康支援センター長 93-7851

監査室長 90-2182 キャンパスライフ・健康支援センター箱崎地区分室 99-2287

《職員対策班》（ＦＡＸ：（人事課）：2124） キャンパスライフ・健康支援センター病院地区分室 91-6889

班長：国際部長 99-3870 箱崎地区

※人事課長 90-2230 附属図書館庶務係 99-2325

国際企画課長 99-2134 貝塚地区総務課庶務係 99-2352

人事給与室長 90-2240 理学部等事務部庶務係 99-2521

職場環境室長 90-2260 農学部事務部庶務係 99-2796

《学生等対策班》（ＦＡＸ：2252） 伊都地区

班長：学務部長 99-2251 伊都共通事務部総務・大型研究支援課総務・人事係 90-2432

※入試課長 99-2270 工学部等事務部総務課庶務係 90-2708

学務企画課長 90-2273 地球社会統合科学府等事務部庶務係 90-5762

基幹教育課長 90-5901 病院地区

学生支援課長 90-2275 医系学部等総務課総務第一係 91-6236

決断科学大学院プログラム支援室長 99-2864 病院事務部総務課総務係 91-5005

留学生課長 99-2138 大橋地区

外国人留学生・研究者サポートセンター長 99-2138 芸術工学部事務部総務課庶務係 95-4408

《物資対策班》（ＦＡＸ：2169） 筑紫地区

班長：財務部長 90-2330 筑紫地区事務部庶務課庶務係 93-7502

※調達課長 99-2170 粕屋地区

財務企画課長 90-2331 農学部事務部農場・演習林総務係　　　　�948-3101

経理課長 99-2112 別府地区

資産活用課長 99-2190 別府総務係　　　　　　　　　　　����0977-27-1602

決算課長 99-2181

○情報システム部は情報統括本部における各種システム、通信機能等の維持・確保にあたる

○箱崎地区：092-642-内線番号
○伊都地区：092-802-内線番号
○筑紫地区：092-583-内線番号

○病院地区：092-642-内線番号
○大橋地区：092-553-内線番号
○別府地区：0977-27-内線番号
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地区名 場　　　　　所 電話番号 使用形態

伊都地区

総務部総務課 ０９２－８０７－１２９７ 災害電話専用

伊都共通事務部総務・大型研究支援課 ０９２－８０２－０１１７ 災害電話専用

工学部総務担当（総務課長席） ０９２－８０２－０７００ 災害電話専用

０９２－８０２－００１１ 災害電話専用

箱崎地区

学務部 ０９２－６４１－２４１１ 災害電話専用

国際部 ０９２－６４１－２５１１ 災害電話専用

理学部総務担当 ０９２－６４１－２６１１ 災害電話専用

農学部総務担当 ０９２－６４１－２１０１ 災害電話専用

貝塚地区総務担当 ０９２－６４１－２１０２ 災害電話専用

図書館総務担当 ０９２－６４１－２１０３ 災害電話専用

香椎浜地区 留学生会館（事務室） ０９２－６８１－３２３３ 災害電話専用

馬出地区

病院長 ０９２－６３３－２８３３ 災害電話専用

事務部長 ０９２－６３３－５３１０ 災害電話専用

中継台収容
（交換手により構内内線から発信可能）

０９２－６４１－０２４１ 災害電話専用

０９２－６４１－０２４２ 災害電話専用

０９２－６４１－０２４３ 災害電話専用

０９２－６４１－０２４４ 災害電話専用

大橋地区
研究院長 ０９２－５５３－５４７１ 災害電話専用

総務課長 ０９２－５５３－５４７３ 災害電話専用

筑紫地区 共通管理棟２階小会議室�������� ０９２－５７３－９６１１ 災害電話専用

別府地区 交換室のSW操作により事務当直室に切替 ０９７７－２４－５３０６ 兼用

島原地区 島原地震火山センター事務室
０９５７－６２－６６２１ 兼用

０９５７－６３－２９１３ 兼用

天草地区 天草臨海実験所事務室 ０９６９－３５－１０２５ 兼用

糟屋地区
農学部附属農場内馬術部

（学務部管理）
０９２－６１１－１０９４ 兼用

津屋崎地区
農学研究院高次動物生産システム学分野

（水産実験所２階）
０９４０－５２－００５２ 兼用

水産実験所　事務室 ０９４０－５２－０１６３ 兼用

災害優先電話一覧
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災害発生時の外部緊急連絡先

《行政機関・国》

文部科学省（代表）
　文教施設企画部（直）
　法人支援課（直）
　医学教育課（直）
福岡管区気象台

《行政機関・地方》

福岡県庁消防防災課
福岡市役所
　市民局防災・危機管理課

（福岡市災害対策本部）
　東区役所
　中央区役所
　西区役所
　南区役所
春日市役所道路防災課
粕屋町役場総務課
糸島市役所危機管理課
篠栗町役場総務課
福岡県警察本部
　東警察署
　中央警察署
　南警察署
　西警察署
　筑紫野警察署
　糸島警察署
福岡市消防局
　東消防署
　中央消防署
　南消防署
　西消防署
　糸島市消防本部消防総務課
　春日・大野城・那珂川消防本部

《医療機関》

福岡市民病院
福岡市急患診療センター
　東急患診療所
　博多急患診療所
　南急患診療所
　城南急患診療所
　西急患診療所

《交通機関》

ＪＲ九州
　博多駅

吉塚駅
箱崎駅
千早駅
大野城駅
竹下駅
篠栗駅
原町駅
九大学研都市駅

福岡市営地下鉄
　博多管区駅
　天神管区駅
　貝塚管区駅
西鉄バス
　吉塚営業所
西鉄電車福岡管理駅
昭和バス
　前原営業所

《電気・ガス等》

九州電力
　福岡東営業所
　福岡南営業所
　福岡西営業所
西部ガス
　お客様サービスセンター
　ガス漏れ専用電話
福岡市水道サービス公社
　東部保全事務所
　西部保全事務所
　営業時間外緊急電話受付センター
春日・那珂川水道企業団

《公共機関・放送》

ＮＨＫ福岡放送局
ＦＢＳ福岡放送局
ＲＫＢ毎日放送局
テレビ西日本放送局
九州朝日放送局
ＴＶＱ九州放送局

機　　　関　　　名 機　　　関　　　名電話番号 電話番号

03-5253-4111
03-6734-2523
03-6734-3324
03-6734-2508
092-725-3601

092-643-3111
092-711-4111
092-711-4056

092-645-1008
092-718-1004
092-895-7003
092-559-5003
092-584-1111
092-938-2311
092-332-2110
092-947-1111
092-641-4141
092-643-0110
092-734-0110
092-542-0110
092-805-6110
092-929-0110
092-323-0110
092-725-6600
092-683-0119
092-524-1501
092-541-0219
092-806-0642
092-322-4222
092-584-1191

092-632-1111
092-847-1099
092-651-3835
092-441-0020
092-541-3299
092-831-7979
092-882-3145

�
092-431-0202
092-651-0018
092-622-5202
092-663-7200
092-581-4502
092-431-4192
092-947-0043
092-938-8003
092-805-3337�

092-451-7800
092-741-7800
092-651-7800

092-651-1617
092-761-6871

092-327-5611

�
0120-986-204
0120-986-207
0120-986-206�

092-633-2345
092-631-0919

092-641-1197
092-882-5127
0120-290-432
092-571-7001

092-724-2800
092-532-1111
092-852-6666
092-852-5555
092-721-1234
092-262-0019


