2018年（平成30年）６月15日
博多区のマーク

ホームページは
右記コードから

区の人口 238,848 人（前月比 1,326 人増） （男 113,885 人

女 124,963 人）

世帯数 148,708 世帯（前月比 1,305 世帯増） （平成30年５月１日現在推計）
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博多区の主な事業を紹介します
民間開発と連携して、

筑紫口地下駐輪場の整備

を進めます。
【 地域整備

課】

歴史と伝統を生かした

区では「お互いが支え合い、安心して人が暮らし、歴史と伝統が息づくまち・

博多区」を目指し、三つの目標を掲げ、まちづくりを進めています。その中か

にぎわいのあるまち

生かした集客力の強化

ら今年度の主な取り組みを紹介します。
その他の事業については、
区ホームペー

■災害に強い

博多旧市街エリアにお

■地域の魅力を

ス・支 援が一体となって

まちづくり

ジ（
「博多区運営方針」で検索）をご覧ください。

提 供 さ れる 仕 組 み
「 地域

7 月２日㈪は市県民税第１期の納期限です

いて、歴史・文化を感じ

昨年のキャンペーン

暑い時期になると、蚊が発生します。特に
ヒトスジシマカは、デング熱などの病気を媒
介する場合もあります。
家の周辺を点検し、風
通しの悪いやぶ・草地、
水たまりをなくし、蚊や
ボウフラ（幼虫）が発生

地域における自主防災

蚊にご用心

包括ケアシステム」
づくり

７月は「社会を明るくする運動」
「福岡市
青少年の非行・被害防止」の強調月間です。
青少年の健全育成・非行防止の意識を高め
るため、博多保護区保護司会と共に、福岡親
善大使や精華女子高等学校吹奏楽部を招いて
啓発キャンペーンを行います。
d７月７日㈯午後２時～３時l博多口駅前広場
i区企画振興課 a419-1043 f434-0053

■国民健康保険料の軽減について
災害や倒産、失業などにより保険料の納付
が困難になったときは、減免が受けられる場
合がありますので、ご相談ください。
■保険料の納付方法について
国民健康保険料の納付は、普通徴収（納付
書や口座振替で納付）と特別徴収（年金から
の直接納付）があります。納付方法は、保険
料決定（納入）通知書に記載していますが、
納め忘れがない口座振替が便利です。口座振
替への変更をお願いします。納付方法の変更
を希望する場合はご連絡ください。
i区保険年金課 a419-1118 f441-0075

る道づくりを進めます。

のための研修などを実施 【地域整備課】

博多区青少年健全育成・
非行防止キャンペーン

を 地 域 と共に進 めます。 訓練の支援や避難所運営

【地域保健福祉課】

国民健康保険料のお知らせ

お互いが支えあい、
交流し、健やかに
暮らせるまち

■コミュニティの

承天寺のライトアップ

長い歴史を持つ博多の

a419-1071 f441-5603

します。
【総務課】

自転車対策・生活環境課

妊娠期から子育て期ま

a419-1057 f441-5603

活性化

地域整備課

寺社にライトアップを施

a419-1086 f441-1455

し、幻想的な景観を演出

子育て支援課

博多駅周辺など自転車

a419-1095 f441-0057

ウォークを開催します。

健康課

■放置自転車対策

化 し ま す。
【健康課

放置禁止区域を中心に、 す る 博 多 ラ イ ト ア ッ プ

自転車の撤去作業

での切れ目ない支援を強

動への支援、
「 地域と区

育て支援課 地域保健福

街頭指導員の配置及び放

a419-1012 f434-0053

自治協議会の運営や活

役所の懇談会」の開催の

祉課】

企画振興課

子

他、さまざまな団体との

a419-1044 f452-6735

置自転車の即日撤去を実 【企画振興課】

総務課

施していきます。
【 自転

車対策・生活環境課】

a419-1048 f434-0053

a419-1099 f441-0057

「 共創によるコミュニテ

安全で安心して
暮らせるまち

■安全で快適な

生活基盤の整備

市民の安全で快適な生

ママのほっとカフェ はかたん

問い合わせ先一覧
地域支援課

地域保健福祉課

ィづくり」を進めます。

【 地域支援課 総務課

活に欠かせない道路を長

企画振興課】

地域福祉の推進

く維持していくため、老

■支えあいによる

高齢者が住み慣れた地

朽化や損傷している道路

を行います。
【 地域整備

域で安心して生活を続け

保健
（ 予 防）
、
生活支援、住

課】

られるよう、医療や介護、 を対象に、計画的に補修

まいの 各 分 野 の サ ー ビ

東吉塚校区での地域と区役所の懇談会

平成
30 年度

しにくい環境づくりを心掛けましょう。
i区自転車対策・生活環境課 a419-1070
f441-5603

ダニ・カビを予防しましょう
梅雨はカビが発生しやすい時期ですが、ダ
ニにも注意が必要です。
近年はダニ・カビがアレルギーの原因とな
り、頭痛、涙目、鼻水、喉の渇きなどを起こ
すシックハウス症候群が問題となっていま
す。次の３点を参考に、ダニ・カビを防ぎま
しょう。
■ダニ・カビ除去のポイント
① 湿度50％を目標に、除湿剤や除湿機を
活用しましょう。
② 空気の出入り口を二
つ以上確保し、しっか
り換気を行いましょう。
③ 小まめに掃除や洗濯
を行い、衣服や布団表
面、ほこりのダニを除
去しましょう。
i区 衛 生 課 a419-1125
f434-0007

期限内の納付をお願いします。i ▷納付相談について＝区納税課 a419-1023
f476-5188 ▷課税内容について＝区課税課 a419-1027 f476-5188
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※応募事項は 14 面の申し込
み方法参照

アビスパ福岡の応援に行こう
①松本山雅FC戦に招待
９月８日㈯に、レベルファイブスタジアム
（東平尾公園二丁目）で行われるホームゲー
ム（午後キックオフ）に招待します。t博多
区内に住む高校生以下とその家族
（２人１組）
c抽選で125組（250人）
②「エスコートキッズ」も同時募集
試合当日にアビスパ福岡
の選手と手をつないで入場
する「エスコートキッズ」
を募集します。t博多区内
に住む小学生（保護者の同
伴が必要）c11人
（ ① ② 共 通 ）i博多区企画振興課 a4191043 f434-0053y無料e往復はがき（〒
812-8512住所不要）またはメール（t-shin
ko.HAWO@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項
を 書 い て ７ 月10日（ 必 着 ）
までに同課へ。 ※「エス
コートキッズ」の希望者は
申し込み時に「エスコート
キッズ希望」と明記してく
携帯メール
はこちらから
ださい。

保健
だより

はっ

博多体育館

エコ発する事業補助金
～ビギナーコース～
市では、
「環境活動を始めてみたい」とい
う団体を募集します。美化活動、環境学習会、
ごみの減量などの取り組みが「エコ発する事
業補助金」の交付対象となります。詳細につ
いては下記までお問
い合わせください。
※募集期間は７月
31日までi博多区自
転車対策・生活環境
課 a419-1070 f
441-5603

こころの病

家族講座

今回は、統合失調症についての理解を深める
講座です。d下表の通り。いずれも午後１時半
～３時半l博多区保健福祉センター i博多区
健康課 a419-1092 f441-0057t統合失調
症の人の家族や支援者などc先着30人y無料
e６月15日㈮以降に電話かファクスで同課へ

日程

テーマ

８/ ７㈫ 統合失調症の症状と治療について
９/ ６㈭ 家族の対応について
10/ ２㈫ 統合失調症の人のお話を聞こう

山王一丁目９-５ a481-0301 f481-0302

■夏休み体育教室
苦手な運動の克服や体力向上のための教室
です。d７月23日㈪～27日㈮午前９時半〜
11時t小学生c先着20人y1,000円e７月１
日㈰～15日㈰に同体育館窓口へj運動ができ
る服装、室内用シューズ、タオル、飲み物

博多市民プール
東那珂一丁目９-15 a473-8855 f473-8856
■第1期夏休み短期水泳教室
d７ 月23日 ㈪～27日 ㈮ ① 午 前10時35分
～11時35分②午前11時40分～ 12時40分。
全５回
■第２期夏休み短期水泳教室
d８月６日㈪～10日㈮①午前10時35分～11
時35分②午前11時40分～12時40分。
全５回
（第１期、第２期共通）t小学生c抽選で
各25人y2,500円（保険料込み）e往復はが
き、館内配布用紙のいずれかに応募事項、希
望日時（第１期、第２期それぞれの第二希望
まで）を書いて６月25日（必着）までに同プ
ールへ。きょうだいで同時申し込み可 ※館
内配布用紙の場合は返信用はがきが必要j水
着、水泳帽、タオル、ロッカー代30円

【問い合わせ・申込先】 ①集団健診予約センター a0120-985-902 f0120-931-869
③母子保健係
a419-1095
④精神保健福祉係 a419-1092
②健康づくり係
a419-1091
⑥医薬務係
a419-1090
f441-0057
（f は②～⑥共通）
⑤地域保健福祉課 a419-1100
※場所の記載がないものは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）。
※区役所の駐車場は大変混み合います。提携駐車場（博多祇園駐車場）や公共交通機関をご利用ください。

b＝受付時間
予
g＝実施時間
約
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
内

容

よかドック（特定健診）

実施日

７／ 10㈫・24㈫
８／ 22㈬

対象・料金・その他

i
e

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 j 健康保
険証 ※平成30年度中に40歳または50歳になる人は無料

b８:30～10:30

要

がん検診
胃がん 大腸がん
子宮頸（けい）
がん
７／ 10㈫・24㈫
乳がん
８／ 22㈬
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

t40歳以上 y600円
【胃がん】
t40歳以上 y500円
【大腸がん】
【子宮頸がん】t20歳以上 y400円
①
【乳がん】t40歳以上 y40歳代1,300円、50歳以上1,000円
要
【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

７／ 10㈫・24㈫
８／ 22㈬

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

６／ 21㈭・28㈭
７／５㈭・12㈭・19㈭

b９:00～11:00

６／ 27㈬
７／ 11㈬

－
b16:00～18:00

匿名で検査可。検査結果は１～２週間後に本人に直接説明。
※梅毒抗体検査のみ有料（y610円）

風しん抗体検査

６／ 21㈭
７／５㈭・19㈭

g９:00～11:00

離乳食教室

７／ 27㈮

g13:30～15:00 －

栄養相談

６／ 25㈪
７／ 13㈮

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

６／ 18㈪
７／２㈪・９㈪

j母子健康手帳、筆記用具 ※６／18 ㈪、
７／２㈪の母子健康手帳交付
g13:30～15:00 － の場合は妊娠届出書、個人番号（マイナンバー）が確認できるもの、身分 ③
証等

産後のお母さんの心の相談

６／ 27㈬

g９:30～11：30 要 専門医による相談。予約は1週間前まで。t妊産婦

心の健康相談

７／ 25㈬

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

７／３㈫

g13:30～15:30 － 心の病を抱える人の家族交流会。

母子巡回健康相談

＜６月＞▷18日㈪＝住吉公民館、弥生公民館▷19日㈫＝東光会館▷21日㈭＝東吉塚会館▷22日㈮＝三筑公民館
＝共通＝b住吉公民館のみ９:30～10:00、その他はすべて13:30～14:00t乳幼児と保護者、妊産婦e不要j母子健 ⑤
康手帳

校区献血

＜６月＞▷19日㈫＝那珂公民館（b ９:30～11:30）
、
板付北会館（b13:30～16:00）▷21日㈭＝御供所公民館（b10:00
～12:00、13:00～15:00）▷24日㈰＝板付公民館（b９:30～12:00、13:00～15:30）▷27日㈬＝東住吉公民館（b
⑥
９:30～15:00）▷28日㈭＝春住小学校（b10:00～13:00、14:00～16:00）＜７月＞▷３日㈫＝三筑会館（b14:00～
（b９:30～11:30）
16:00）▷６日㈮＝席田公民館
、月隈公民館（b13:30～16:00） ＝共通＝e不要

骨粗しょう症検査
エイズとクラミジア
抗体検査
（木曜日のみ梅毒抗体検査可）

（母子健康手帳交付）

t18 歳以上で㋐妊娠を希望する女性㋑妊娠を希望する女性と同居し
－ ている配偶者㋒妊婦と同居している配偶者 ※いずれも抗体検査歴、
②
予防接種歴、既往歴のある人を除く c 先着70人 j 身分証等
離乳食の進め方やメニューの紹介。t 生後４～12カ月頃の子どもとそ
の保護者

④

