令和３（2021）年 ２月１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 245,437 人（前月比 8 人増） （男 117,176 人

女 128,261 人）

博多の魅力

世帯数 155,317 世帯（前月比 25 世帯増） （令和２年９月１日現在推計）
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２月は生活習慣病予防月間
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「山王子どもプラザ」や
「博多南子どもプラ
ザ」
で活動するボランティアの養成講座です。
d２月24日㈬午前10時〜午後０時半l博
多市民センター（山王一丁目）i山王子どもプ
ラザ af472-6006t子育て支援に関心の
ある人c先着20人y無料e電話かファクス、
はがき
（ 〒812-0015住 所 不
要）に応募事項を書いて、２月
１日㈪午前10時以降に同プラ
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では、栄養バラ

子育てサポーター養成講座

め煮には、ビタミンや食

オンライン会議の仕方や心得を学びます。
d２月16日㈫、22㈪午前９時半〜正午l
区保健福祉センター i区社協事務所 a4363651 f436-3652t区内に住み、受講後に
ボランティア活動を希望する人（50歳以上優
先）c15人（抽選）
y無料e電話かファクス、
メール
（hakataku@fukuoka-shakyo.or.jp）
に応募事項を書いて２月10日
（必着）
までに同
事務所へ。jパソコン
（マイク、
スピーカー、
カ
メラ付き）またはスマートフォンとイヤホン
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新型コロナウイルス感染症対策のため、事
前予約をお願いします。
【内容】身体測定、
全身観察、
育児相談
dl下 表 の 通 りi区 地 域 保 健 福 祉 課 a
419-1100 f441-0057t妊 産 婦、乳 幼 児
とその保護者（乳幼児１人に対し保護者１人）
c各回先着15組y無料e２月１日㈪午前９
時半以降に電話かファクスで同課へj母子健
康手帳

スマホは

母子巡回健康相談

しています。 こちらから

マイナちゃん

公民館や市民センターで、
マイナンバーカー
ドの申請受け付けや申請用写真撮影などを行
います
（要予約）
。
区役所に行かなくても手続き
でき、
カードは後日郵送で自宅に届きます。
日曜
日に実施する会場もあるのでご利用ください。
詳細は市ホームページ
（
「マイナンバーカー
ド申請出張サポート」
で検索）
に掲載しています。
ie市マイナンバーカード
申請予約センター a057007-0178
（午前９時〜午後５
時）f716-1522

す。食材からだしをとる

区役所へ行かずに公民館などで
マイナンバーカードが申請できます

市県民税の申告は３月 15 日㈪まで

の人。※各種控除（下表）を受ける場合は申告
市県民税の申告を２月16日㈫〜３月15日 が必要です。
㈪の平日に区課税課で受け付けます。
また、
下 【申告に必要なもの】
①マイナンバーカードか、番号確認書類と
表の通り臨時会場を設けます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 本人確認書類（運転免許証等）②朱肉を使う印
来場の際はマスク着用と事前の検温をお願い 鑑③令和２年１月１日〜12月31日の所得が
（給与・年金の源泉徴収票か給与
します。
また、
郵送での申告書提出にもご協力 分かる書類
支払証明書、営業等の収入や必要経費が分か
ください。
（下表）
臨時会場：さざんぴあ博多（南本町二丁目３- １） る帳簿など）④各種控除に必要な書類
開設時間：午前10時〜午後４時
主な各種控除
必要書類
配偶者特別控除 配偶者の所得が分かる資料
勤労学生控除
在学証明書または学生証
相生町、
井相田、
浦田、
金の隈、
寿町、
医療費控除
①医療費控除の明細書
２/３㈬ 三筑、
昭南町、
新和町、
光丘町、
南八
※① 医 療 費控
幡町、
南本町
除 制 度 ② セ ルフ ②セルフメディケーション税
銀天町、
東雲町、
竹丘町、
月隈、
西月隈、 メディケーション 制の明細書と一定の取り組
２/４㈭
西春町、
春町、
東月隈、
麦野、
立花寺
税 制 のいず れか みを行ったことを明らかにす
る書類
を選択
２/５㈮ 板付、
那珂五・六丁目、
元町、
諸岡
社会保険料の領収書または
【市県民税の申告書の提出が必要な人】
社会保険料控除 控除証明書（国民年金保険、
国民健康保険、介護保険等）
令和３年１月１日現在市内に住所があり、
令和２年１月１日〜12月31日に所得があっ 生命保険料控除 保険会社からの控除証明書
た人。ただし、次の人を除く。▷確定申告書を 地震保険料控除

開設日

対象地区

税務署に提出する人▷所得が給与のみで、勤 i区課税課 a419-1027 f476-5188
務先から市へ給与支払報告書が提出されてい
※所得税、確定申告については、
本紙５面の
る人▷所得が年金・恩給などの公的年金のみ 関連記事をご覧ください。

