2019年（平成31年）３月15日
山王公園の桜

グリッピ

区ホームページ

区の人口 240,810 人（前月比 112 人増） （男 114,867 人

女 125,943 人）

世帯数 150,157 世帯（前月比 62 世帯増） （平成31年２月1日現在推計）
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日曜日に転出・転入の
手続きができます

31

す。特に３月 日㈮から

区役所で統一地方選挙の

期日前投票も行われるの

で、駐車場も大変混み合

います。公共交通機関の

区役所駐車場および提

24

ホームページ（
「 博多区

で検索）
をご覧ください。

携の博多祇園駐車場を利

３月 日㈰、 日㈰の

役所（市民課、保険年金

i区市民課a４１

10

ウェルカメラネット」 利用をお願いします。

課）
、区 保 健 福 祉 セ ン タ

用する場合は、駐車券を

午前 時〜午後２時に区

ー（ 福 祉・ 介 護 保 険 課、 ９・１０１７f ４８２・

P

窓口にお持ちください。手

引っ越し日の4日前（土日祝日を除く）まで
に連絡を。受付時間は平日午前８時45分〜午
後５時半、土曜日午前９時〜午後５時。３月
24日㈰、31日㈰午前10時〜午後２時は臨時
受け付け。５日前
（土日祝日を除く）までなら
インターネットでも手続きできます。

区役所駐車場

７６４０

iお客さまセンター a532-1010 f533-7370

博多区役所

子育て支援課）の窓口を

検索

区保健福祉
センター

続きにかかった時間内の駐

水道局

駅

開設します。住民票、戸

福岡市

多

車料金が無料になります。

水道

公共交通機関を
ご利用ください

通常のごみとして出す他に次の方法があり
ます。全て有料で事前申し込みが必要です。
■粗大ごみは受付センターへ
回収まで１週間ほどかかります。
ie粗大ごみ受付センター a731-1153
f731-1195
■自分で処理施設へ持ち込み
搬入場所は申込時に案内します。
ie自 己 搬 入 ご み 事 前 受 付 セ ン タ ー a
433-8234y10kgごとに140円
■収集業者に依頼
ie市事業用環境協会 a432 - 0123 f
432-0124
※エアコン、テレビ、
冷蔵
（凍）
庫、
洗濯機、
衣
類乾燥機は購入した店か最寄りのベスト電器
へ回収を依頼
（リサイクル料金と収集運搬料
金が必要）。パソコンは各メーカーか、リネッ
トジャパン
（インターネット受け付けのみ。
「リネットジャパン」
で検索）
へ回収の依頼を。

博

籍などの証明書やマイナ

i区自転車対策・生活環境課
a419-1068 f441-5603

博多区役所入口

至

i区総務課a４１

検索

商工会議所入口

博多祇園駐車場

３月から４月にかけて

引っ越しごみ

地
下
鉄
空
港
線

P

ンバーカードの受け取り

福岡市

N

祇園駅

９・１００４f ４５２・

引っ越しごみ

祇園町

K
10

区役所、区保健福祉セン

届け出の際には、
本人を確認できるもの
（運
転免許証など）が必要です。
また、
対象になる
人全員のマイナンバーカードまたは通知カー
ドの記載内容の変更も行いますので忘れずに
お持ちください（マイナンバーカードの住所
変更は暗証番号が必要）
。
■市外へ転出
転出日までに区市民課で転出手続きをして
転居後14日以内に新住所地の市区町村役場
で転入手続きを。
■市内での転居
転居後14日以内に新住所地の区役所市民
課（出張所）へ届け出を。
転出届は不要。
■転校の手続き
（市立小・中学校）
転出・転居前に学校へ転校届を提出して確
認書を受け取り、転出・転居の届け出の際に
区市民課に提出。
※国民健康保険、国民年金、介護保険、児童
手当などの住所変更手続きも忘れずに。

も可能です。

i区市民課 a419-1017 f482-7640

６７３５

検索

ターの窓口が混雑しま

手続き

窓口の混雑状況を
確認できます

引っ越し

パソコンやスマートフ

博多区

ォンで市民課・保険年金

転出・転居届

課の窓口の待ち人数を確

認できます＝左写真。区

引っ越しの手続きはお早めに

※詳細はホームページでも確認できます
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バイク・軽自動車の手続きを
４月７日㈰は統一地方選挙
４月７日㈰は統一地方選挙
（福岡県知事・
県議会議員・市議会議員）
の投票日です。
大切
な一票です。
皆さん投票をお願いします。
■期日前投票について
投票日に用事がある人は期日前投票ができ
ます＝下表。選挙の種別や投票場所によって
投票できる期間と時間が違うのでご注意くだ
さい。※投票所入場整理券がない場合も選挙
人名簿に登録されていれば、本人確認後に投
票できます。
場所

県知事

県議会議員・
市議会議員

博多区役所
3/22㈮
3/30㈯
３階大会議室
～ 4/6㈯ ～ 4/6㈯
（午前８時半～午後８時）
さざんぴあ博多
１階市民ロビー
3/30㈯～ 4/6㈯
（午前10時～午後８時）
市役所
１階市民ロビー
3/30㈯～ 4/6㈯
（午前10時～午後７時）

i区選挙管理委員会事務局 a419-1006
f452-6735
■市民体育館の利用時間の変更
市民体育館
（東公園８-２ a641-9135 f
641-9139）は選挙の開票所になります。利
用できる時間を下表のとおり変更します。
第一
競技場
その他

４／７㈰

４／８㈪

終日利用不可

午後３時～10時

午前９時～
午後６時

午前９時〜午後
10時
（通常通り）

軽自動車税は、４月１日現在のバイク・軽
自動車などの所有者に課税されます。
住所変更や名義変更のほか、譲渡をした人、
盗難に遭った人は、４月１日㈪までに下記へ
届け出を。
■125㏄以下のバイクと小型特殊自動車
区課税課 a419-1022 f476-5188
■125㏄超〜250㏄のバイクと軽自動車
（一社）全国軽自動車協会連合会福岡事務所
a641-0431
■250㏄超のバイク 九州運輸局福岡運輸
支局 a050-5540-2078（コールセンター）

租税教室を開催しました
区は１月30日に那珂南小学校で租税
教室を開催し、６年生105人が参加しま
した。
税金の種類や利用法についてクイズを
交えながら解説したり、税金がなくなっ
た世界を題材にしたアニメを上映したり
するなど児童に分かりやすく授業を行い
ました。
参加した児童は「思っていた以上にい
ろいろな種類の税金があって面白かっ
た」
「 税金につ
い て、も っ と
知 り た い」と
話していまし
た。
i区納税課
a419-1023
１億円のレプリカの重さを体験
f476-5188 する児童たち
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証明書だけなら
証明サービスコーナーへ

ご利用ください 行政相談
■行政相談所を開設しています
行政相談委員は、地域
の皆さんから行政サービ
スに関する相談を受け付
け、相談者に助言を行っ
たり、関係機関と連携を
取ったりしながら問題解
決を図っています。
区内では、総務大臣から委嘱を受けた行政
相談委員がボランティアで活動しています。
毎月第３月曜日
（祝休日を除く）
に博多区役
所で行政相談所を開設しています。３月は、
３
月18日㈪午後１時～４時に開設します。
■４月から開設時間を変更します
４月から、博多区役所での行政相談所開設
時間が変更となります。
d毎月第３月曜日（祝休日を除く）午前10
時～午後１時
＝共通＝ l博多区役所市民相談室i総務省
九州管区行政評価局 a431-7082 f4318317y無料e不要

保健
だより

住民票や戸籍、印鑑登
録証明書の取得だけな
ら、博多駅証明サービス
コーナー＝写真＝が区
役所に比べて待ち時間
が短く便利です。土日祝日も午前９時から午
後８時まで開設しています
（戸籍の証明書は
平日午前９時から午後５時15分まで）
。
（地下鉄博
i博多駅証明サービスコーナー
多 駅 お 客 様 サ ー ビ ス セ ン タ ー 横）a4325353 f481-5380j本人確認書類
（運転免
許証など）※印鑑登録証明書を申請する場合
は印鑑登録証も必要。
※応募事項は 14 面の申し込
み方法参照

博多市民プール
〒812-0892 東那珂一丁目９-15
①第１期親子水慣れ教室
親子一緒に水慣れをし、
泳ぎ方を学びます。
（５月５日
d４月14日〜６月９日の日曜日
を除く）午前９時半〜10時半
（全８回）
t完全

におむつが取れた幼児とその保護者c先着
15組y4,000円e４月１日㈪午前10時以降
に料金を持参して同プールへ。
②第１期子ども水泳教室
クロールや平泳ぎなど
の泳ぎ方を学びます。
d４ 月20日 ～ ６ 月29
日の土曜日
（５月４日を除
く）㋐ 午 前 ９ 時20分 ㋑ 午
前10時半㋒午前11時40分から各１時間
（全
10回）t小学生c抽選で各25人y8,000円
③第１期ウォーターキッズ教室
遊びを通して、泳ぎ方を学びます。
d㋐５月13日～７月８日の月曜日㋑５月
17日～ 7月12日の金曜日いずれも午後４時
～５時（全９回）
t４～６歳の未就学児c抽選
で各10人y4,500円
＝②③共通＝ e往復はがきか館内配布申込
用紙
（返信用はがきが必要）
に応募事項と性別・
希望日時
（②は㋐～㋒、
③は㋐・㋑を希望順に）
を書いて３月25日
（必着）
までに同プールへ。
同教室内にきょうだいでの同時申し込み可。
＝①～③共通＝ 各教室の料金は保険料込み。
li同 プ ー ル a473-8855 f473-8856
水泳帽、
タオル、
ロッカー代30円
j水着、

【①の申込先】 集団健診予約センター a0120-985-902 f0120-931-869 ※３／18㈪から受け付け
【②〜⑤の問い合わせ・申込先】 ②健康づくり係 a419-1091 ③母子保健係 a419-1095
④精神保健福祉係 a419-1092 ⑤地域保健福祉課 a419-1100
（f は②～⑥共通）
⑥医薬務係 a419-1090 f441-0057
※場所の記載がないものは博多区保健福祉センター（保健所）で実施。料金の記載がないものは無料。
※各健（検）診は受診料の減免制度あり（満70歳以上、市民税非課税世帯の人など）。
※博多区役所の駐車場は大変混み合います。公共交通機関をご利用ください。

内

容

b＝受付時間
g＝実施時間

実施日

予
約

対象・料金・その他

太枠内の健
（検）診予約は、①集団健診予約センターへ。【受付日時】平日９:00～17:00
よかドック
（特定健診）

４／ 17㈬・22㈪
５／ 14㈫・★28㈫

ei

各健（検）診日の10日前（土日祝日を除く）まで。

t40～74 歳の市国民健康保険に加入している人 y500 円 ※同一
年度中に40歳または50歳になる人は無料 j健康保険証

b８:30～10:30

要

がん検診
胃がん 胃がんリスク検査
大腸がん
子宮頸
（けい）がん
４／ 17㈬・22㈪
５／ 14㈫・★28㈫
乳がん
肺がん 結核・肺がん
※子宮頸がん・乳がん検診は
２年度に１回受診可

b８:30～10:30

【胃がん】t40歳以上 y600円
【胃がんリスク検査（ピロリ菌検査など）】t35歳・40歳 y1,000円
【大腸がん】t40歳以上 y500円
【子宮頸がん】t20歳以上 y400円
① ②
要【乳がん】t40歳以上 y40歳代1,300円、50歳以上1,000円
【肺がん】t40～64歳 y500円 ※
【結核・肺がん】t65歳以上 ※
※喫煙本数など一定の条件に該当する50歳以上の希望者は喀痰
（かくたん）
細胞診検査
（y700円）
あり

骨粗しょう症検査

４／ 17㈬・22㈪
５／ 14㈫・★28㈫

b８:30～10:30

要

t40 歳以上 ※妊娠中の人
（可能性のある人）
、骨粗しょう症で現在治
療中または経過観察中の人を除く y500円

B型・C型肝炎ウイルス検査

４／ 18㈭

b９:00～11:00

－

検査結果は２週間後に本人に直接説明。t市内に住む20歳以上で
過去に検査を受けたことがない人

離乳食教室

３／ 15㈮
４／ 19㈮

g13:30～15:00 － 離乳食の進め方やレシピ紹介。
t生後4～12カ月頃の子どもと保護者

栄養相談

３／ 25㈪
４／ 12㈮

10:00～11:00
g12:30～13:30 要 管理栄養士による食事のバランス、離乳食などの個別相談。
14:00～15:00

マタニティースクール

３／ 18㈪
４／８㈪・15㈪

t妊婦とその家族 j母子健康手帳、筆記用具 ※３／18 ㈪、４／８
g13:30～15:00 － ㈪は母子健康手帳交付窓口を併設。受け取る場合は妊娠届出書、個
人番号（マイナンバー）が確認できるもの、身分証等

産後のお母さんの心の相談

４／ 24㈬

g９:30～11:30

心の健康相談

３／ 28㈭
４／ 17㈬

g13:30～15:30 要 精神科医による相談。予約は前日まで。

精神保健福祉家族講座

４／２㈫

g13:30～15:30 要 心の病を抱える人の家族交流会。

母子巡回健康相談
校区献血

③

t妊産婦
要 専門医による相談。予約は1週間前まで。

d▷３／ 25㈪＝板付北公民館、春住公民館▷３／ 26㈫＝東月隈会館▷３／ 27㈬＝那珂公民館▷３／ 28㈭＝東
吉塚会館▷３／ 29㈮＝弥生公民館▷４／８㈪＝美野島公民館▷４／９㈫＝那珂南会館▷４／ 10㈬＝堅粕公民館
▷４／ 11㈭＝板付会館▷４／ 12㈮＝吉塚会館
t乳幼児と保護者、妊産婦j母子健康手帳e不要
【共通】b13:30 〜 14:00（板付北公民館のみ9:30 〜 10:00）
db４／ 16㈫９:30～15:30l博多リバレイン（下川端町）e不要

★５/28 ㈫は託児付き健診を実施

②

④

⑤
⑥

tＢＣＧ接種済みの生後６カ月～未就学児e健診予約後に博多区健康課
（a419-1091 f441-0057）
へ。

