令和２（2020）年 ８月15日

博多区HP

博多の魅力HP

区政情報や
手続き案内

歴史や
観光情報

博多区

区の人口 245,508 人（前月比 263 人増） （男 117,200 人

女 128,308 人）

博多の魅力

世帯数 155,318 世帯（前月比 233 世帯増） （令和２年７月１日現在推計）
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私たちが今できること

避難所での
感染症対策

集・密接・密閉の
「三密」

今年は、避難所での新

①避難所に避難する場

状態になり、感染のリス

災 害 に備えましょう

合ハザードマップ」を市

合は、市ホームページや

クが高くなります。

型コロナウイルスへの感

ホームページに掲載して

テレビなどで開設状況を

染が懸念されています。

住んでいる地域の
特性を知ろう

います＝左写真。自宅や

事前に確認する。

検温の実施や換気、マス

避難所の収容人数には限

大雨や台風をはじめ災

普段いる場所の周辺を確

令和２年７月豪雨では、県内にも大雨特別警報が発令され、九州を中心に大き

害には、さまざまな種類

認しておきましょう。

ト・手洗いの徹底、健康

りがあるため、災害や避

があります。自分が住ん

③大雨時の避難は長靴

チェック等に協力をお願

な被害が発生しました。災害は、いつ、どこで起こるか分かりません。いざとい

でいる地域でどのような

自分に合った避難
行動を確認しよう

ではなく履き慣れた運動

いします。

「養育里親」募集のチラシ

８月31日㈪は市県民税第２期の納期限です

難所の状況によっては密

災害が起こりやすいのか

災害の内容や人によっ

靴で。河川や水路などに

◇

さまざまな事情に
より自宅で生活でき
ない子どもを養育す
る
「養育里親」を募集
しています。子ども
の心身の成長には、
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。
※本事業は市の委託事業です。
iキーアセット福岡オフィス a406-6351
f406-6352

うときどう行動すべきか、あらかじめ知り考えておくことも備えの一つです。

を知ることは、命を守る

て、いざというときに取

は近づかない。

左表を参考に非常用持

「養育里親」を募集しています

避難所では、定期的な

上で、とても大切です。

るべき行動は異なりま

④ビルやマンションな

ち出し袋を準備し、普段

自転車本体も忘れずに
施錠してください。
※ 市 は、駐 輪 場 内 で
発生したトラブルに対
して一切責任を負いません。
i区 自 転 車 対 策・ 生 活 環 境 課 a4191071 f441-5603

②台風の際は、庭やベ

洪水、土砂災害、地震

す。以下の①〜⑤に注意

ど浸水や倒壊の恐れのな

から災害発生に備えてお

ランダのものを片付ける。 ク の 着 用、 咳 エ チ ケ ッ

による危険度情報や避難

して避難行動を確認しま

い場所での在宅避難や室

きましょう。

◇

場所などを一つにまとめ

しょう。
内待機も避難の一つ。

路上駐輪場での自転車盗難の被害が報告さ
れています。
集中精算方式の駐輪場では入庫時に精算機
で暗証番号を設定し、それ以外の駐輪場では
チェーンなどで駐輪機と自転車を固定して、
盗難被害に遭わないようにしましょう。
また、

【問い合わせ先】

自転車は二重ロックで駐輪場へ

⑤避難所が過密になる

i市 高 齢 者 乗 車 券 郵 送 受 付 セ ン タ ー
（平日午前９時〜午後５時・通話無料）
a0120-502-633
（問い合わせ専用）
f0120-880-219

区総務課

スマホは
こちらから

新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め、区役所等窓口では交付を行いません。
■郵送・オンラインで申請
詳しくは、
市ホームページ
（｢福岡市高齢者乗車券｣ で
検索）で確認するか下記へ
お問い合わせください。

のを防ぐため、安全が確

高齢者乗車券の交付は 郵 送 で

a419・1044

f452・6735

□食料 □水 □タオル
□衣類（上着、
下着）
□携帯電話・充電器
□懐中電灯
□携帯用ラジオ
□常備薬 □携帯用トイレ
□衛生用品（紙おむつ・生理用品等）
感染症対策で携行が望ましいもの
□消毒液 □マスク □体温計
□防寒着（小まめに換気を行うため）
□ウエットティッシュ
□ハンドソープ
□スリッパ（上履き）

検索
保できる親戚や知人宅へ

の避難も検討する。

非常用持ち出し袋の例

て見ることができる「総

スマホは
こちらから

福岡市防災ハザードマップ

特定計量器（はかり）の定期検査
商店や事業所
（農業、漁業を含む）で取引や
証明に使用する特定計量器（はかり・重り）は、
２年に１回の定期検査が義務付けられていま
す。対象となる計量器を使っている場合は、必
ず受検してください。
d・l下表の通り。いずれも午前10時半〜
午後３時 ※大型特定計量器
（能力１㌧以上）
は出張検査も可。
y500〜1800円程度
i福岡県計量協会 a791-2331
検査日

場所

８/24㈪

福岡市農業協同組合 板付支店
（板付四丁目３-25）

８/25㈫

福岡市埋蔵文化財センター
（井相田二丁目１- 94）

８/26㈬

福岡市計量検査所（月隈収蔵庫）
（月隈一丁目13 - 17）

８/27㈭

博多市民プール
（東那珂一丁目９-15）

８/28㈮

堅粕小学校
（博多駅東一丁目８-１）

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
※新型コロナウイルス感染症対策のため、教室
等の中止や内容の変更を行う場合があります。

年に１度は健康チェックを
市国民健康保険に加入している40〜74歳
の人を対象に、博多区保健福祉センターや医
療機関などで「よかドック
（特定健診）
」
を実施
しています。血液・尿・心電図検査など１万
円程度の検査がワンコイン
（500円）で受診で
きます。年に１回健診を受け、
病気の早期発見
と生活習慣の改善に役立てましょう。
博多区保健福祉センター等での実施日時
は、下記の保健だよりをご確認ください。
よか
ドックご案内センター
（a711-4826 f7335756）では、受診できる医療機関を案内して
います（予約は直接医療機関へ）
。

博多体育館 秋季スポーツ教室

スマホは
こちらから

秋から始まる運動教室の参加者を募集しま
す。
教室によって日程などが異なります。
ホー
ムページ
（
「博多体育館」で検索）で確認する
か、
同体育館へお問い合わせください。
（山王一丁
li同体育館
目９-５）a481-0301 f
481-0302e同 体 育 館 窓
口へ

子どもの発達
が気になる保護
者が一息つける
空間です。専門ス
タッフを交えて
親子遊びや交流
会を行います。

健診情報は「けん
しんナビ」で検索
してね！スマホは
右のコードから

i博多区保険年金課 a419-1117 f4410075

ほやほやママの子育て教室
初めて親になった人のための教室です。育
児についての講話や赤ちゃんの体重測定、参
加者同士の交流会を行います。
d９月18日㈮午後１時半〜２時半l博多
区保健福祉センター i博多区地域保健福祉
課 a419-1100 f441-0057t区内に在住
する令和２年６月・７月生まれの第１子と保
護者c先着20組y無料e電話か、ファクスに
参加者全員の応募事
項 を 書 い て ８ 月17
日㈪午前９時半以降
に同課へj母子健康
手帳、バスタオルな
ど子どもの身の回り
で必要なもの

【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
a419-1090 f441-0057
（f は②～⑥共通）
⑤地域保健福祉課 a419-1100 ⑥医薬務係
※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）。

保健
だより

健（検）診予約は、各健（検）診日の10日前（土・日曜・祝休日を除く）まで。 ※予約受付日時は平日9:00～17:00
★10/12は託児付き健診を実施。nBCG 接種済みの生後６カ月～未就学児 e 健診を予約後、②健康づくり係へ

健
（検）
診等
e 予
i 約

実施日
９月 10月

内容

胃がん
（胃透視）

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
t40歳以上 y600円

大腸がん

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）

要

おもちゃで自由に遊べます

子育てホッとひろば はかたん

d９月11日㈮午前10時〜11時半l博多区
保健福祉センター i博多区地域保健福祉課
a419-1100 f441-0057t区内に在住ま
たは勤務する保護者と未就学児。保護者だけ
の参加も可c先着15組e電話か、ファクスに
参加者全員の応募事項を書いて８月17日㈪
午前９時半以降に同課へ

t40歳以上 y500円

乳がん

t40歳以上（2年度に1回）y40歳代1,300円、50歳以上1,000円
４㈮ ★12㈪
８:30～10:30
t20歳以上（2年度に1回）y400円
16㈬ 26㈪

子宮頸
（けい）
がん

肺がん

t40～64歳 y500円

結核・肺がん

t65歳以上

胃がんリスク検査
（血液検査）

骨粗しょう症検査
校区などで実施する健
（検）
診
l春住公民館
要
lさざんぴあ博多

※50歳以上で肺がんのハイリスク者は喀痰（かくたん）細胞
診検査（y700円）
あり

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
13㈰
―

―

23㈮

9:00～11:00 【健（検）診名】よかドック、胃がん、胃がんリスク検査（血液検査）
、大腸がん、子宮頸が
9:30～11:30 ん、乳がん、肺がん、結核・肺がん

検査・相談等

母子巡回健康相談 ※予約不要

②

－

内容

t 乳幼児と保護者、妊婦 j 母子健康手帳
場所

i

板付会館

要 栄養相談

10:00～11:00
11㈮
管理栄養士による食事のバランス、離乳食など
24㈪
g12:30～13:30
23㈬
の個別相談。
14:00～15:00

③

―

④

要 お母さんの心の相談 26㈬
要 心の健康相談

13:30〜14:00

9/9㈬

東吉塚会館 9/10㈭

g

t 区内に住む妊婦とその家族 c 先着15組
e8/17午前９時半以降に受け付け
７㈪
j 母子健康手帳、筆記用具 ※9/7・28は母子
14㈪ g13:30～15:30
健康手帳交付窓口を併設。受け取る場合は妊
28㈪
娠届出書、個人番号
（マイナンバー）
が確認でき
るもの、本人確認書類など
―

春住公民館 8/28㈮
那珂公民館

g ９:30～11:30 専門医による相談。t 妊産婦 e１週間前まで

18㈫ 15㈫ g13:30～15:30 精神科医による相談。e 前日まで

校区献血 ※予約不要
場所

i

実施日

受付時間

おっしょい博多
10:00～13:00
（博多バスター 8/21㈮
14:00～17:00
ミナル8階）
⑥

要 マタニティースクール

―

10:00～12:00 離乳食開始の目安、初期の進め方についての相
13:00～15:00 談。t 生後５～８カ月頃の子どもと保護者

21㈮

受付時間

8/27㈭

美野島公民館 8/31㈪

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイ
検査結果は２週間後に本人に説明。t 市内に住む
20㈭ 17㈭ b ９:00～11:00
ルス検査
20歳以上で過去に検査を受けたことがない人

－ 離乳食ミニ相談会

実施日

奈良屋公民館 8/18㈫
⑤

実施日
b＝受付時間
対象・料金・その他
g＝実施時間
８月 ９月
３㈭
20㈭ 10㈭
b ９:00～11:00
匿名で検査可。
エイズ・クラミジア・ 27㈭ 17㈭
－
24㈭
検査結果は１週間後に本人に説明。
梅毒抗体検査
９㈬
b16:00～18:00
26㈬
23㈬

e 予
i 約

東月隈公民館
9/18㈮
東光会館

９:30～12:30
13:30～15:00
９:30～ 11:30
12:30～ 15:30

