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※保健だよりは毎月15日号に掲載しています。
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（平成27年5月１日現在推計）

人口

世帯数

男
（前月比762人増）

（前月比709世帯増）

女84,984人 105,751人

代理人の証明請求には委任状を 市税に関する証明を代理人が請求する場合は、家族であっても委任状が必要です。また、請求には代理人
の本人確認書類（運転免許証など）を併せてお持ちください。e区課税課☎718-10４9q714-4231

　区は駅周辺を中心に「自転車放置禁止区域」
を定めています。違法に放置された自転車は
区が即時撤去します。保管所で引き取る際に
は保管手数料が掛かります。天神地区には駐
輪場が数多く整備されています。目的に応じ
た駐輪場を利用しましょう。区ホームページ
（紙面右上記載）を開き、右上の検索窓から検
索。駐輪場の地図を掲載しています。 $e$ 区道路
適正利用推進課☎７１８崖１０９３ $q$ ７１８崖
１０７９

　区は「にぎわい」「元気」「安心」をまちづくりの柱に掲げて事業に取り組むとともに、信頼され
る区役所を目指しています。平成２７年度に実施する主な事業を目標ごとに紹介します。詳しく
は区ホームページ（紙面右上記載）の「中央区の取り組み」の中の「運営方針」で公開しています。 
$e$ 区企画振興課☎７１８崖１０１２ $q$ ７１４崖２１４１ 

平成２７年度 区運営方針　主な取り組み

　太極拳を学ぶサークルの会員を募集し
ます。 $w$ 毎月第1・第3水曜日の午後7時～
9時 $t$ 警固公民館講堂（警固一丁目） $a$ 市
内に住む２０歳以上 $o$ 先着１０人 $y$ 月会費
１,０００円 $p$ 住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号をファクスで、みんなの太極拳・黒田
（☎７７１崖１０５８ $q$ ７７１崖０８３６）へ。 

　　　　　　　　初心者太極拳教室みんなの掲示板
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　市民・企業・自治体が協力し、海岸や河川、公
園などに散乱するごみを回収する地域環境美
化活動です。 $w$ 6月7日蝀午前9時受付開始
（地行浜海岸＝本部会場＝は午前１０時４５分）。
事前申し込み不要。小雨決行。荒天で中止にな
った場合の順延はありません。 $t$ 福浜海岸、地
行浜海岸、大濠・舞鶴公園、福岡城内、警固公園
（天神二丁目）、赤坂緑地（赤坂三丁目）、南公
園、天神中央公園、笹丘（樋井川沿い）＝区内開
催のみ記載 $d$ 軍手 $e$ 区生活環境課☎７１８崖
１０９１ $q$ ７１８崖１０７９ $m$ www.city.fukuoka.lg.jp/ 
kankyo/keikaku/opinion/1.html 

　赤ちゃんの成長や赤ちゃんとの関わり方を
学びます。 $w$ 6月１５日蝁午後1時半～3時半 $t$ 
あいれふ6階作業療法室（舞鶴二丁目） $a$ 区内
に住む第1子の乳児（平成２７年3、4、5月生）と
その保護者 $o$ 先着２０組 $y$ 無料 $p$ 電話で区地
域保健福祉課（☎７１８崖１１１１ $q$ ７３４崖１６９０）へ。 

ラブアース・クリーンアップ

　さまざまな人権問題をテーマに、人権の大
切さや問題解決について学びます。

　 $t$ 中央市民センター視聴覚室（赤坂二丁目）
 $o$ 各回先着７０人 $y$ 無料 $s$ 各回先着5人（1歳
以上で就学前の子） $p$ はがきまたはファクス
に氏名、電話番号、希望日、託児の有無を書き、
6月5日（必着）までに区生涯学習推進課（〒
８１０崖８６２２住所不要☎７１８崖１０６８ $q$ ７１４崖２１４１）へ。

人権文化セミナー 目的に応じた駐輪場の利用を
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安心子育て応援セミナー

人が集い、人が輝き、人がやさしいまち「中央区人が集い、人が輝き、人がやさしいまち「中央区」」
　「元気」をもっと！
　公民館じょいんとプロジェクト
　公民館と民間非
営利団体（ＮＰＯ）
等が連携し、公民
館や地域活動に縁
が無かった人が新
たに参加するきっ
かけをつくりま
す。 $e$ 区地域支援課☎７１８崖１０６０
　地域包括ケアシステムの推進
　住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体
的に提供されるシステムづくりを災害時の
支援体制づくりとも連携しながら推進しま
す。 $e$ 区地域保健福祉課☎７１８崖１１１０
　若者の健康づくり推進
　区内の専修学校や企業等と連携し、若い
世代の健康づくりを推進する「アラウンド
２０!健活サポート事業」を実施します。 $e$ 
区健康課☎７６１崖７３４０ 

　「信頼」をもっと！
　サービス介助士の資格を持つ職員の配置
　区役所の全課にサービス介助士有資格職
員を配置し、来庁者
にやさしい区役所の
実現を目指します。 
$e$ 区総務課☎７１８崖
１００５
　情報発信の強化
　区が行う事業や地域の情報を市政だより
区版、ホームページ、フェイスブック等を用
い、分かりやすい表現で素早く発信します。
 $e$ 区企画振興課☎７１８崖１０１３ 

　「にぎわい」をもっと！
　都心部の魅力向上　
　天神地区の住民・企業・関係団体などで構
成される「We Love 天神協議会」と共働し
「歩いて楽しいまち・天神」を目指したまち
づくりに取り組みます。また「中央区花いっ
ぱい運動」を実施
し、地域で思いや
りの心を育みま
す。 $e$ 区企画振興
課☎７１８崖１０１２、総
務課☎７１８崖１００５

　歴史・文化を生かしたまちづくりの推進
　「城があったまち」という意識や城跡への愛
着を育むため、甲冑（かっちゅう）づくり講座
を実施します。また、舞鶴公園の桜と鴻臚館・
福岡城の歴史的価値を周知させ、観光資源と
して活用を図る「福岡城さくらまつり」を開催
します。同時期の「お
おほりまつり」とも
合わせて、にぎわい
づくりに取り組みま
す。 $e$ 区企画振興課
☎７１８崖１０１２ 

　「安心」をもっと！
　災害対策の充実
　地域の自主防災組織の活動と要援護者避
難対策を支援します。また、土のう置き場を
設置して地域と一緒に管理し、地域防災力
の向上に努めます。 $e$ 区総務課☎７１８崖
１０５６、区地域支援課☎
７１８崖１０６０、区福祉・介護
保険課☎７１８崖１０９９
　地域防犯対策事業
　ボランティア団体が
行う防犯パトロールや落書き消し活動等を
支援します。 $e$ 区総務課☎７１８崖１０５６

　自転車対策の実施
　押し歩き推進区間や自転車放置禁止区域を
中心に、指導や放置自転車撤去を行い、適正利
用を推進します。また、警固公園地下駐輪場を
２４時間あたり５０円の利用料で終日営業し、目
的に応じた駐輪をしやすくします。 $e$ 区道路
適正利用推進課☎７１８崖１０９３ 
　人優先のユニバーサルな道づくり
　歩道の段差解消などユニバーサルデザイン
に基づいた道路整備を進めます。また、危険な
箇所を重点的に、通学路や生活道路の歩道、歩
行空間の整備を進めます。 $e$ 区地域整備課☎
７１８崖１０７２ 

テーマ・講師日時
輝々として生きる ～一人ひとりが認め
られ、尊重される社会をめざして～
県男女共同参画センター あすばる
前館長 中嶋 玲子さん

6月２０日蝆
１０：００～

１２：００

子どもたちからのSOS ～より良い親
子関係をつくるために～
C＆S音楽学院学院長 毛利 直之さん

6月２４日蝃
１３：３０～

１５：３０
一歩成長の喜び ～自閉症の娘を読み聞
かせと読書で成長させた親の取り組み～
障がい児教育アドバイザー 星先 薫さん

6月２７日蝆
１０：００～

１２：００
自分らしく生きる ～伝えることからす
べてははじまる～
視覚障がい者ランナー 道下 美里さん 

7月１日蝃
１０：００～

１２：００

きらめき通りでの歩行者天国 黒田二十五騎武者行列

事業例「大名ハロウィン」

区職員対象介助講習会

土のう置き場設置イメージ

利用しやすい駐輪場 検索


