令和２（2020）年 ３月15日
東長寺の桜

グリッピ

区ホームページ

区の人口 244,328 人（前月比 41 人減） （男 116,634 人

女 127,694 人）

世帯数 153,544 世帯（前月比 113 世帯減） （令和２年２月1日現在推計）

３月・４月は、
区役所の窓口が大変混み合います。
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対象は、住民異動届とそ
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れに関 連 する 手 続 きで

みきスクエア１階）にあ

窓口の待ち人数を確認す

された駐車券を窓口にお

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、
名義変更、
譲渡、
廃車したときや、
盗難に遭ったときなどは、必ず４月１日㈬ま
でに下記へ届け出をしてください。
■125㏄以下のバイクと小型特殊自動車
区課税課 a419-1022 f476-5188
■125㏄超のバイク
全国軽自動車協会連合会福岡事務所 千早
分室
（東区千早三丁目10-40陸運会館２階）
a641-0431
■軽自動車
全国軽自動車協会連合会福岡事務所
（東区
箱崎ふ頭二丁目２-51）a641-0431

約すると、窓口での手続

す。また、オンライン予

り、土日祝日も午前９時

る こ と が で き ま す。 区

バイク・軽自動車の手続きを

窓口と同様に駐車場も

約のほか引越し手続きに

から午後８時まで（戸籍

庁舎の入口に手指消毒

関するコールセンターを

分まで）利用できます。 ウェルカメラ

液を用意しております。

引越し日の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22
日㈰、
29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。

ネット」で検

iお客さまセンター
a532-1010 f533-7370

来庁の際は、ご利用くだ

検索

索）をご確認

水道局

さい。

福岡市

スマホは
こちらから

水道

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
■市の処理施設に自分で持ち込む
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
a433-8234y10kgごとに140円
■市の許可業者に依頼する
ie福岡市事業用環境協会
a432-0123 f432-0124
※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、
ヤマダ電機
（回収協力店）
へ依頼を
（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、リネットジャパンリサイクル
（インターネット受け付けのみ。
「リネットジャ
パンリサイクル」
で検索）
へ回収の依頼を。

i 区総務課

i区自転車対策・生活環境課
a419-1068 f441-5603

i 区市民課

検索

a ４１９・１００４

引越しごみ

f ４５２・６７３５

福岡市

博多駅証明サービスコーナー
は地下鉄博多駅博多口改札
そばにあります

a ４１９・１００９

引越しごみ

15

f ４８２・７６４０

届け出の際には、
本人を確認できるもの
（運
転免許証・マイナンバーカードなど）をお持
ちください。
■市外へ転出
転出日までに区市民課に転出届を提出し、
転出証明書を受け取る。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
（転出
証明書は新住所地での手続きに必要）
。
■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。
※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。

持ちください。

i市引越し手続き案内コールセンター
a515-1787
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スマホは
こちらから

の証明書は平日午後５時

検索

開設しています。

手続き

i 市引越し手続き案内

引越し

コールセンター（平日午

福岡市

前９時〜午後８時）

転出・転居届

a ５１５・１７８７

引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

ご活用ください 便利な窓口
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博多駅地区土地区画整理
記念会館を利用しませんか
博多駅地区土地区画整理記念会館は、市民
が気軽に利用できる施設です。
図書室＝写真＝では本の貸し出し・閲覧を
行っています(市総合図書館などの本の取り
寄せも可)。サークル活動や会議などに利用で
きる
「いこい室」もぜひご利用ください(有料、
要予約)。
li博多駅地区土地区画整理記念会館(博
多 駅 前 四 丁 目23-９) a・f474-0102o午
前10時〜午後５時x月曜日、祝日の翌日(土・
日曜が祝日の場合は翌火曜日)、年末年始、５
月３日〜５日

法律相談を実施しています
金銭、
相続などの相談に弁護士が応じます。
※利用は年に１回。
依頼中の案件を除く。
（相談時間１人
d毎週水曜日午後１時〜４時
25分）
il区市民相談室 a419-1013 f4526735c先着７人y無料e希望日の１週間前に
当たる日の午前９時から電話で受け付け。

図書室には小説や実用書・児童書など約２万５千冊があります

令和２（2020）年 ３月15日
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※応募事項は 14 面の申し込
み方法参照

「養育里親」を募集しています

博多市民プール

市 は、一 時 保 護 が 必 要 に
なった乳幼児を自宅で養育
する
「養育里親」を募集して
います。乳幼児の心身の成長
には、たとえ数日であっても特定の養育者と
温かい家庭で生活することが大切です。
養育期間は数日〜数カ月程度で、子どもに
関する生活費や医療費などは支給されます。
詳しくは下記までお問い合わせください。
iキーアセット福岡オフィス a406-6351
f406-6352

よかドックを受けませんか
市国民健康保険に加入している40〜74歳
の人は、１万円程度の健康診断をワンコイン
（500円）で受けられます。結果に応じて無料
の健康アドバイスも実施しています。
e直接実施医療機関へ予約を。実施医療機
関はよかドックご案内センター
（a711-4826
f733-5756）へ 問 い 合 わ せ る か、ホ ー ム
ページ
（「よかドック けんしんナビ」で検索）
でご確認ください。
i博多区保険年金課 a419-1117 f4410075

〒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。
d５月10日〜６月28日の日曜日午前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y4,100円
e４月19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25日〜６月27日の土曜日㋐午前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
y8,200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。
（５月４
d㋐４月27日〜７月６日の月曜日
日を除く）㋑４月24日〜７月３日の金曜日
（５月８日を除く）いずれも午後４時〜５時
（全10回）t４〜６歳の未就学児c抽選で各
10人y5,200円
＝②③共通＝
（返信
e往復はがきか館内配布の申込用紙
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26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
j水着、水泳帽、タオル、ロッカー代30円

危ない！鶏刺し・鶏タタキ
■カンピロバクター食中毒
例 年、食 中 毒 の 発 生 は
カンピロバクターによる
ものが上位を占めていま
す。その多くは、生や加熱
が不十分な鶏肉を食べた
ことが原因です。正しい知識を身に付けて、
食中毒を防ぎましょう。
■食中毒を防ぐために
①「新鮮だから大丈夫」は間違い
鶏の多くがカンピロバクターを腸管内に
保菌しています。それが解体時に拡散する
ため、新鮮であっても注意が必要です。
②「表面を加熱したから大丈夫」は間違い
菌は鶏肉の内部まで入り込むので、
タタキ
など表面だけを加熱したものは危険です。
中
心部まで十分に加熱して食べましょう。
i博多区衛生課 a419-1126 f4340007

【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
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
（f は②～⑤共通）
⑤地域保健福祉課 a419-1100 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。

保健
だより

【受付日時】平日９:00～17:00 各健（検）診日の10日前（土日祝日を除く）まで。
健
（検）
診等 ※健（検）診予約は、３月16日㈪以降に①集団健診予約センターへ。
e 予
i 約

内容

実施日
４月 ５月

胃がん
（胃透視）
大腸がん
乳がん
14㈫
要
子宮頸
（けい）
がん
28㈫
肺がん
結核・肺がん
胃がんリスク検査
（血液検査）
がん検診

申し込みは①、問い合わせは②

よかドック
（特定健診）

骨粗しょう症検査

11㈪

受付時間

対象・料金・その他（令和３年３月31日までに対象年齢になる人は誕生日前でも受診可）

t40～74歳の市国民健康保険に加入している人 y500円 ※令和２年度中に40歳・50
歳になる人、満70～74歳の人は無料 j 国民健康保険証、受診券
（３月下旬発送。予約時
は不要）
t40歳以上 y600円
t40歳以上 y500円
t40歳以上（2年度に1回）y40歳代1,300円、50歳以上1,000円
８:30～10:30
t20歳以上（2年度に1回）y400円
t40～64歳 y500円
※50歳以上の肺がんのハイリスク者で喀痰（かくたん）細胞
診検査（y700円）
あり
t65歳以上
t令和２年度中に35歳または40歳になる人 y1,000円
t40 歳以上 ※妊娠中の人、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

検査・相談等
内容

t 乳幼児と保護者、妊婦 j 母子健康手帳
e
i

場所

実施日

受付時間

②

席田公民館

3/23㈪ 13:30～ 14:00

東月隈会館

3/24㈫ 13:30～ 14:00

那珂公民館

3/25㈬ 13:30～ 14:00

板付会館

3/26㈭ 13:30～ 14:00

東光会館

3/27㈮ 13:30～ 14:00

⑤

実施日
b＝受付時間
対象・料金・その他
g＝実施時間
３月 ４月
２㈭
19㈭
エイズ・クラミジア・ 26㈭ ９㈭ b ９:00～11:00 匿名で検査可。検査結果は２週間後に本人に直
－
16㈭
接説明。
梅毒抗体検査
25㈬ ８㈬ b16:00～18:00
検査結果は２週間後に本人に直接説明。
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイ
19㈭ 16㈭ b ９:00～11:00 t 市内に住む20歳以上で過去に検査を受けた
－
ルス検査
ことがない人
離乳食の進め方やレシピ紹介。
－ 離乳食教室
― 17㈮ g13:30～15:00
t 生後４～12カ月頃の子どもと保護者
10:00～11:00
10㈮
管理栄養士による食事のバランス、離乳食など
要 栄養相談
23㈪
g12:30～13:30
20㈪
の個別相談。
14:00～15:00
t 区内に住む妊婦とその家族 j 母子健康手帳、
６㈪
筆記用具 ※３／16、
４／６・20は母子健康手帳
－ マタニティースクール 16㈪ 13㈪ g13:30～15:30 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、本
20㈪
人確認書類など。
要 お母さんの心の相談 ― 22㈬ g ９:30～11:30 専門医による相談。予約は１週間前まで。t 妊産婦
要 心の健康相談
26㈭ 15㈬ g13:30～15:30 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㈫ g13:30～15:30 心の病を抱える人の家族を対象にした交流会。

e 予
i 約

母子巡回健康相談 ※予約不要

三筑公民館

4/7㈫ 13:30～ 14:00

吉塚会館

4/10㈮ 13:30～ 14:00

住吉公民館

4/20㈪

月隈公民館

4/20㈪ 13:30～ 14:00

9:30～ 10:00

③
④

健診情報は「けんしん
ナビ」で検索してね！
スマホで右
のコードか
らもアクセ
スできるよ

