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区の人口 255,807 人（前月比 53 人減）　（男 123,432 人　女 132,375 人）　世帯数 160,053 世帯（前月比 62 世帯減）　（令和５年１月１日現在推計）
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　のむら内科・神経内科クリニックの野村拓
夫医師が、認知症について講演します。また、

「おひとり様で認知症になったら」をテーマ
にパネルディスカッションを行います。
　d３月11日㈯午後２時～４時lリファレン
ス駅東ビル４階（博多駅東一丁目）c先着120
人y無料e電話か、ファクスまたはメール、
右コードの申し込みフォー
ムで▷氏名▷電話番号▷参
加人数―を書いて申し込み。
また、障がい等によりお手
伝いが必要な方は２月28日㈫までに連絡を。
i市医師会医療介護推進課 a852-1527
f852-1510 msuishinshitsu@city.fukuok
a.med.or.jp

申
し
込
み
は

こ
ち
ら
か
ら

博多区地域包括ケアシステムフォーラム

　はしご車の試乗や放水体験、消防士による
訓練の披露など、大人も子どもも楽しめる消
防署見学会です。申し込み方法など詳細は、
２月27日㈪以降に市ホームページ（「福岡市
消防局」で検索）でご確認ください。
　d３月４日㈯午前li博多消防署（博多駅
前四丁目） a475-0119 f475-0219

来て！見て！体験！消防たい（隊）

　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 a419-1032 f476-5188

２月28日㈫は固定資産税・
都市計画税第４期の納期限です

福岡市　青少年健全育成奨励賞
博多区の受賞者を紹介します

　市は、地域で青少年の
健全育成・非行防止に積
極的に取り組み、青少年
育成活動に貢献している
市民や団体に対し、毎年
表彰を行っています。令
和４年度の博多区の受賞
者を紹介します（敬称略、五十音順、かっこ
内は校区）。
▷飯盛 義信（板付北）▷野本 康成（席田）
▷萩尾 律（東光）▷東吉塚校区自治協議会
青少年育成部会（東吉塚）
　i区企画振興課 a419-1043 f434-
0053

　区役所駐車場・提携駐車場の博多祇園駐車
場ともに大変込み合います。来庁の際は、公
共交通機関の利用にご協力ください。
　i区総務課 a419-1004 f452-6735

　区役所は月～金曜日（祝日除く）に開庁し
ていますが、区役所２階の同コーナーでは、
土日祝日も住民票の写しなどが取得できま
す。マイナンバーカードの受け取りも可能で
す（要予約）。詳しくは区ホーム
ページ（「博多区役所　証明発行
コーナー」で検索）で確認するか、
お問い合わせください。
　i区証明発行コーナー a402-
0799 f402-1190

　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（地下鉄
博多駅博多口そば）が便利です。区役所に比
べて待ち時間が短く、土日祝日も午前９時～
午後８時まで利用できます（戸籍の証明は平
日午前９時～午後５時15分）。
　j本人確認書類（運転免許証など）、印鑑
登録証（印鑑登録証明書を申請する場合） ※
代理人の場合は委任状も必要。詳しくは、市
ホームページ（「福岡市　証明サービスコー
ナー」で検索）をご確認ください。i同サー
ビスコーナー a432-5353 f481-5380

マイナンバーカードや住民基
本台帳カードを利用して、住民
票や印鑑登録証明書などの証明
書を全国のコンビニ等のマルチ
コピー機から取得できます。詳
しくは、市ホームページ（「福岡市コンビニ
交付サービス」で検索）をご確認ください。

【利用時間】毎日午前６時半～午後11時（戸
籍関連証明書は平日午前９時～午後５時）
　i区市民課 a402-0799 f482-7640

来庁には公共交通機関のご利用を

博多区役所市民課証明発行コーナー
土日祝日のサービス

スマホは
こちらから

博多駅証明サービスコーナー

コンビニ交付サービス
３月31日㈮
まで手数料
100円

３月・４月の繁忙期は
区役所窓口が混雑します

　市は１月、地域の自治会・町内会や自治協
議会などの活動情報をまとめた、福岡市地域
コミュニティサイト「ふくコミ」を開設しま
した（２面参照）。
　それに合わせ、区内22の校区・地区のコ
ミュニティ情報サイト「しっとく博多区」が
公開されています。今まで個別に発信してい
た地域のお役立ち情報が一つにま
とまっているため、自分が住む地
域だけでなく、他の地域の特色や
活動も調べやすく便利になりまし
た。

■地域の強みや歴史が分かります
それぞれの校区・地区

のこれまでの歩みや、そ
の地域ならではの特色な
どを掲載しています。
■地域の行事をチェック
　自治協議会主催の行事
　夏祭り、運動会、文化
祭など校区ごとにイベン
トが開催されています。

ふれあいサロン
高齢者の介護予防や生

きがいづくり、交流の場
として公民館などで定期
的に体操や歌、季節の行
事などが行われていま
す。
　子育てお役立ち情報
　保健師らによる母子巡
回健康相談が行われてい
ます。また、子育てサロンなどで親同士の交
流ができ、親子で自由に遊べます。
■地域の情報発信サイトへアクセス

自治協議会や公民館の中には、ブログや
SNSなどを活用し、情報発信をしているとこ
ろもあります。

◇ ◇
　自分が住んでいる地域で、まだ知らない新
しい発見をするかもしれません。地域の催し
や講座などを調べて、参加してみたいと思っ
たら、近くの公民館などを訪ねてみてくださ
い。一緒に地域を盛り上げましょう。
　【問い合わせ】区地域支援課 a419-1048 
f434-0053

スマホは
こちらから

桜並木（那珂南）

校区体育祭（席田）

どんど焼き（冷泉）

「しっとく博多区」のトップページ

情報サイトでできること

「しっとく博多区」開設
地域の情報サイト
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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午前９時～午後５時
★２/22㈬は託児付き健（検）診です。託児の対象は、生後６カ月～未就学児e健（検）診を予約後、
②健康課健康・感染症対策係へ電話で申し込み。

健（検）診等

e
i
予
約 内容 実施日 受付時間 対象・料金・その他（令和５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）２月 ３月

申
し
込
み
は
①
、
問
い
合
わ
せ
は
②

要

よかドック（特定健診）

★22㈬ １㈬
６㈪ 8:30～10:30

t40～74歳の市国民健康保険に加入している人y500円（令和４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

が
ん
検
診

胃がん（胃透視） t40～69歳y600円　※満70歳以上の人は医療機関で受診してください。
大腸がん 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
子宮頸（けい）がん t20歳以上（２年度に１回）y400円	
肺がん t40～64歳y500円 　※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。結核・肺がん t65歳以上
胃がんリスク検査（血液検査） t令和４年度中に35歳または40歳になる人y1,000円

骨粗しょう症検査 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

博多体育館での健（検）診 24㈮ ― 9:30～12:00【健（検）診名】よかドック、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん、肺がん、結核・肺がん、胃がんリスク検査（血液検査）

保健
だより

【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健康課健康・感染症対策係　a419-1091　f441-0057（fは②～④共通）
③健康課母子保健係　a419-1095　④健康課精神保健福祉係　a419-1092
⑤地域保健福祉課　a419-1100　f402-1169
※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歳以上や、市民税非課税世帯の人など）。
※場所の記載がないものは博多区役所５階で実施（博多駅前二丁目８-１）

検査・相談等

e
i
予
約 内容 実施日 b＝受付時間

g＝実施時間 対象・料金・その他２月 ３月

②

不
要
エイズ・クラミジア・
梅毒抗体検査

― ９㈭ b9:00～11:00 匿名で検査可。検査結果を２週間後に本人に直接
説明。22㈬ ８㈬ b16:00～18:00

不
要
B型・C型肝炎ウイル
ス検査 ― ９㈭ b9:00～11:00 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j本人確認書類

要栄養相談 27㈪ 13㈪
　10:30～11:30
g13:00～14:00
　14:30～15:30

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。

要離乳食教室 17㈮ 17㈮ g13:30～14:20
　14:40～15:30

離乳食開始の目安、初期の進め方についての相談。
t生後４～７カ月頃の乳児の保護者c各回12組

③

不
要母子健康手帳集団交付 27㈪ ６㈪ g13:00～15:30

t区内に住む妊婦とその家族
j妊娠届出書、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

要マタニティ個別相談会 20㈪ 13㈪
　13:00～13:30
g13:45～14:15
　14:30～15:00

t区内に住む妊婦とその家族
j母子健康手帳、筆記用具

④要
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。

l博多区役所６階

お母さんの心の相談 22㈬ ― g9:30～11:30 専門医による相談。t妊産婦e１週間前まで
l博多区役所６階

　「よかドック」は市国民健康
保険に加入している40～74歳
の人を対象にした、生活習慣
病予防のための特定健診です。
　血液・尿・心電図検査など
１万円程度の健康診断がワン
コイン（500円）で受診できます。
　令和４年度中に40歳・50歳になる人、満
70～74歳の人、市民税非課税世帯の人は無
料です。今年度まだ受診していない人は、３
月31日までに受診しましょう。
　よかドックご案内センター（a711-4826 
f733-5756）では、受診できる医療機関
を案内しています。詳しくは市
ホームページ（「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 f441-0075

スマホは
こちらから

今年度の「よかドック（特定健診）」
受診は３月31日までに 　路上駐輪場での自転車盗難の被害が報告さ

れています。
　駐輪場を利用するときは、チェーンなどで
駐輪機と自転車を固定する「二重ロック」で
盗難被害を防ぎましょう。
　なお、集中精算方式
の駐輪場では、入庫時
に暗証番号を設定して
ください。
　※市は、駐輪場内で
発生したトラブルに対してその責任は負いま
せん。
　i博多区自転車対策・生活環境課 a419-
1071 f441-5603

二重ロック

自転車は二重ロックで駐輪場へ

　福岡空港周辺の航空機騒音指定区域内で、
昭和57年３月30日以前に建てられた家屋を
対象に、防音工事（防音サッシ、空調機器の

空港周辺にお住まいの皆さんへ

設置など）の費用を助成し
ます。
　申込書は、２月15日㈬
から空港対策課（市役所10
階）と博多区市民相談室で
配布します。
　i 空 港 周 辺 整 備 機 構 a 4 7 2 - 4 5 9 4 
f472-4597e４月３日～５月８日（必着）
に郵送（〒812-0013博多駅東２-17-５ 
アークビル９階）か持参で同機構へ。

　市は、オミクロン株対応などの新型コロナ
ウイルスワクチン接種を実施しています。希
望する人は、お早めの接種をお願いします。
　接種会場など詳しくは市ホーム
ページ（「福岡市ワクチン接種」
で検索）で確認を。※本紙４面に
関連記事
　i市新型コロナワクチン接種
コールセンター a260-8405

スマホは
こちらから

新型コロナウイルスワクチン接種

　保健師・助産師などに
よる身体測定や育児相談
です。
　t妊産婦、乳幼児とそ
の保護者c先着15組30人e電話か、ファ
クスで２月15日㈬午前９時半以降に博
多区地域保健福祉課へj母子健康手帳、
バスタオルなど子どもの身の回りの物

母子巡回健康相談

e
i
予
約 場所 実施日 実施時間

⑤ 要

堅粕公民館 ３/22㈬
13:30～那珂公民館 ３/23㈭

吉塚会館 ３/24㈮
冷泉公民館 ３/27㈪ 9:30～
弥生公民館 ３/27㈪

13:30～
東光会館 ３/28㈫
席田公民館 ３/29㈬
板付会館 ３/30㈭

よかろーもん
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