令和３（2021）年 ２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 245,437 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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住民票や戸籍、印鑑登録証明書の発行だけ
なら、市内３カ所にある証明サービスコー
ナーが、区役所に比べて待ち時間が短く便利
です。
土・日曜日、祝休日も午前９時から午後８
時まで利用できます
（戸籍の証明は平日午前
９時から午後５時15分）。
本人確認書類等、代理人の場合は委任状等
が必要です。事前にご確認を。
証明サービスコーナー名

問い合わせ先

博多駅
（地下鉄博多駅）

a432-5353
f481-5380

天神
（市役所１階）

a733-5222
f733-5224

千早
（なみきスクエア１階）

a674-3983
f674-3974

博多口改札

券売機

ie市マイナンバーカード申請予約セン
ター a0570-07-0178 f716-1522
（午前
９時〜午後５時）

下月隈団地自治会の松下会長

証明サービスコーナーが便利です

N

博多市民
２/28㈰ ９:30～16:30 ２/12㈮～24㈬
センター

青い鳥」
を行っています。

マイナちゃん

席田公民館 ２/19㈮ ９:30～16:30 ２/ ４㈭～16㈫

区内の各地域では、住民が中心になってさまざまな活動が行われています。

ルールをつくり、自律的

高齢者が知り合い同士で

ります。高齢者が外に出

予約期間

その中から「コミュニティパーク事業」と「高齢者の買い物支援事業」の例に

な管理運営を行うこと

会話を交えながら買い物

て会話をすることで、認

区内の各公民館や博多市
民センターでマイナンバー
カードの申請受付や申請用
写真撮影、マイナポイント申
し込みのサポート（マイナン
バーカードを持っている人
のみ）
を行っています
（要予約）
。
公民館や市民センターで申請すると区役所
に行かずに手続きができ、カードは後日郵送
で自宅に届くので大変便利です。ぜひご利用
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）
にも掲載してい
ます。
日時

ついて紹介します。

で、みんなが使いやすい

前からお昼、子どもが放

を楽しんでいます。

区役所に行かず公民館などで
マイナンバーカードが申請できます

場所
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す。
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月に行われた移動販
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田支津子さんは「移動販

を支援することで、生活

中央公園内に市内で第一
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ています。

ティアが、当番で毎日午

用品などが近所で買える

毎日のパークハウスの

30

号のパークハウス＝左写

地域の自治会のリーダー

前９時から午後５時まで

ようになったので便利に

約

シップのもと、老人会、

パークハウスで利用者を

真＝が設置されました。

ボランティア等で構成さ

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、
空調機器の設置など）の費用を
助成します。
申込書は、市空港対策課（市役所北別館１
階）と区市民相談室で２月15日㈪から配布し
ます。
i空港周辺整備機構 a472-4594 f4724597e郵送（〒812-0013博多駅東二丁目
17- ５ アークビル９階）
または持参で４月１
日〜５月７日（必着）
までに同機構へ。

管理や移動販売の支援な

空港周辺にお住まいの皆さんへ

なりました」と笑顔で話

ど、大変なことも多いで

期限内に納付をお願いします。
i▷納付相談について＝
区納税課 a419-1023 f4765188
▷ 課 税 内 容 に つ い て ＝ 区 課 税 課 a4191032 f476-5188

サポートしています。

していました。
すが、活動を地域

全体で支える気

固定資産税・都市計画税第４期の
納期限は３月１日㈪です

れる運営委員会が公園と

パークハウスを管理運営

しています。高齢者は午

身近なところで
買い物を

持ちを持って、取

り組みを続けて

いきたいです」と

語りました。

【問い合わせ先】

区地域支援課

a４１９・１０

４８ f ４３４・０

０５３
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KITTE博多
博多マルイ

西14

博多駅証明サービスコーナー
は博多口改札そばです
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※応募事項は 14 面の申し込み方法参照

今年度の「よかドック
（特定健診）
」
受診は３月31日までに

※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。

「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
病予防のための健診です。
血液・心電図検査など１万円程度の健康診
断をワンコイン（500円）で受診でき、健診結
果に応じて保健師や管理栄養士などによる無
料の健康アドバイスも受けられます。
今年度の受診がまだの人は、３月31日まで
に受診しましょう。
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覧ください。
病院などで
の受診予約は直接医療機関にお願いします。

博多体育館 春季スポーツ教室
ヨガやダンスなど４月から始まる各種ス
ポーツ教室の参加者を募集をします。日程な
ど詳しくは、
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。
（山王一丁目９li同体育館
５）
a481-0301 f481-0302
スマホは
e３月１日㈪〜16日㈫に電話 こちらから
か同館窓口で申し込み。

よかろーもん

ほやほやママの子育て教室

詳しくは「けんし
んナビ」で検索し
てね！スマホは右
のコードから

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。
d ３月26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12月〜令和３年１月生まれの

i博多区保険年金課 a419-1117 f4410075

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。

e 予
i 約

実施日
３月

内容

受付時間

道路や公園に放置された自転車は、通行
の妨げになるだけでなく、道路上での事故
にもつながり危険です。
放置された自転車は、条例に基づき撤去
します。中でも、標識や路面シート＝写真＝
が設置されている「自転車放置禁止区域」の
放置自転車は即日撤去します。
また、自転車がチェーンなどで柵につな
がれている場合は、チェーンを切断して撤
去します（賠償はしません）。自転車を止め
るときは、ルールを守り駐輪場をご利用く
ださい。
i博多区自転車対
策・ 生 活 環 境 課 a
419-1071 f4415603

※予約受付日時は平日９:00〜17:00

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）

がん検診

申し込みは①、問い合わせは②

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

よかドック
（特定健診）

要

自転車は駐輪場へ

【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
a419-1091 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
（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）。

保健
だより
健
（検）
診等

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２
月15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
必要な物。

胃がん
（胃透視）

t40歳以上 y600円

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

１㈪

８:30〜10:30 t20歳以上（２年度に１回）y400円

肺がん

t40〜64歳 y500円

結核・肺がん

t65歳以上

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

胃がんリスク検査
（血液検査）

t 令和２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

さざんぴあ博多での健
（検）
診

５㈮

９:30〜11:30

【健（検）診名】よかドック（特定健診）、胃がん（胃透視）、胃がんリスク検査（血液
検査）、大腸がん、乳がん、子宮頸がん、肺がん、結核・肺がん

検査・相談等
e 予
i 約

母子巡回健康相談
内容

実施日
３月

不 エイズ・クラミジア・
24㈬
要 梅毒抗体検査

10㈬
24㈬

要 栄養相談

５㈮
26㈮

③

要 マタニティースクール

26㈮

―

19㈮

１㈪
８㈪
15㈪

④

要 お母さんの心の相談

24㈬

―

要 心の健康相談

25㈭

25㈭

b16:00～18:00

匿名で検査可。検査結果は１週間後に
本人に直接説明。

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

離乳食開始の目安、初期の進め方につ
g13:00～16:00
いての相談。
（１組10分程度）
※時間中いつでも
t 生後５〜８カ月頃の子どもと保護者
参加可
c25組程度
t 区内に住む妊婦とその家族
c 先着15組
e２/15㈪午前９時半以降に受け付け
j 母子健康手帳、筆記用具
g13:30～15:30
※３/ １・15は母子健康手帳交付窓口
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、本人確認書類などを持参。

g ９:30～11:30

専門医による相談。t 妊産婦
e１週間前まで

g13:30～15:30 精神科医による相談。e 前日まで

t妊産婦、乳幼児とその保護者c先着
15組30人e電話か、ファクスに参加者
全員の応募事項を書いて２月15日㈪午
前９時半以降に博多区地域保健福祉課へ
予
約

場所
冷泉公民館
春住公民館

要
⑤

不
離乳食ミニ相談会
要

22㈪

対象・料金・その他

ei

②

２月

b＝受付時間
g＝実施時間

実施日
３/22㈪

那珂公民館

３/24㈬

弥生公民館

３/25㈭

堅粕公民館
板付会館

３/26㈮

実施時間
９:30～
13:30～
９:30～
13:30～

母子巡回健康相談は
事前予約制に変更し
たよ！
予約を忘れずにね
ぽちゃろーもん

