令和3（2021）年 6月15日

博多区HP
区政情報や
手続き案内

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HP
歴史や
観光情報

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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令和
３年度

博多区の主な事業を紹介します

お互いが支え合い、交流し、
健やかに暮らせるまち

「社会を明るくする運動強調月間」
「福岡市青少年の非行・
被害防止強調月間」
7月は法務省「社会を明るくする運動強調
月間」
、内閣府「青少年の非行・被害防止全
国強調月間」です。市でも青少年問題に対す
る意識を高めるため、同月を「福岡市青少年

窓口サービスの充実を図り、窓口混雑の緩和と待ち時間の短縮を
目指します。現在は別の場所にある保健福祉センターも同じ建物内
になります。 i区総務課 a419-1004 f452-6735
の非行・被害防止強調月間」と定めています。
区は博多保護区保護司会と共に、啓発活動を
推進しています。
i区企画振興課 a419-1043 f434-0053
※応募事項は14面の申し
込み方法参照

10

階建て

国民健康保険料の納付は、口座振替にする
と納め忘れがなく便利です。区役所の窓口で
は、金融機関のキャッシュカードでも簡単に
手続きできます（一部金融機関を除く）
。
i区保険年金課 a419-1118 f441-0075

令和４年５月の博多区役所 新庁舎
開庁に向けて準備を進めます

新庁舎は地上

保険料納付は
口座振替が便利です

安全で快適な生活基盤の整備
博多の魅力発信
子どもや高齢者、障がい者など誰もが安全
歴史や文化にあふれる博多の観光資源を活
に安心して歩けるよう、歩道の整備や交差点
用し、地域や企業と連携した地域密着型の集
の改良、防護柵の設置などを進めます。i区
客・まちづくりを行います。イン
地域整備課 a419-1057 f441-5603
スタグラムなどのSNSを活用し、
広く博多の魅力を発信します。
災害に強いまちづくり
感染症対策を踏ま
i区企画振興課 a419 -1012
えた避難所運営につ
f434-0053
いて、地域の自主防
博多駅周辺のまちづくり活動の推進
災組織・施設管理者・
企業、住民等が参加する地域団体と連携し、
市職員が連携して取
「歩いて楽しいまちづくり」「美しく安全なま
り組みます。i区総
ちづくり」に取り組みます。i区企画振興課
感染症対策に配慮した
務課 a419 - 1044 避難所運営訓練
a419-1010 f434-0053
博多駅筑紫口駅前広場の再整備
f452-6735
市民や市を訪れる人にとって、
さらに安全で
放置自転車対策
使いやすい駅前広場
自転車放置禁止区域を中心に街頭指導員を
配置し、
多言語チラシによる啓発を行います。 にリニューアルしま
す。i区地域整備課
また、放置されている自転車を撤去します。
a419-1057 f
i区自転車対策・生活環境課 a419-1071
441-5603
f441-5603
完成イメージ

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 a4191023 f476 - 5188▷課税内容について＝
区課税課 a419-1027 f476-5188

歴史と伝統を生かした
にぎわいのあるまち

せんねもん

市県民税第１期納期限は
６月30日㈬です

安全で安心して
暮らせるまち

魅力発信キャラクター

コミュニティの活性化
自治協議会の運営
や活動への支援を行
い、住民同士の交流
を促進します。また、
地域活動のデジタル
化を支援します。
i 区 地 域 支 援 課 公民館でのリモート講演会
a419-1048 f434-0053
地域と専門学校をつなぎ、学生の活動力を
地 域 活 動 に 生 か し ま す。i 区 企 画 振 興 課
a419-1010 f434－0053
支え合いによる地域福祉の推進
高齢者が住み慣れ
た地域で安心して生
活を続けられるよ
う、医療、介護、保
健（予 防）
、生活支
援、住まいの各分野
のサービス・支援が
地域での高齢者支援を話し
一体的に提供される 合います
仕組み「地域包括ケアシステム」づくりを進
めます。i区地域保健福祉課 a419-1099
f441-0057
「子ども家庭総合支援拠点」を設置し、児
童虐待への相談対応や在宅支援を強化します。
i区子育て支援課 a419-1086 f441-1455

区は新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、生活様式
の変化を踏まえ、各事業に取り組んでいきます。詳しくは、区ホー
ムページ（
「博多区運営方針」で検索）に掲載しています。

福岡 親子無料観戦招待」で検索）で詳細を
確認し、６月10日㈭〜25日㈮に申込フォー
ムで応募。当選者にのみ7月２日までに通知
メールを送信します。落選の場
合は送信しませんので、ご了承
ください。i区企画振興課 a
スマホは
419-1043 f434-0053
こちらから

博多区子育て教室

夏休みおやこ新聞教室

子どものイヤイヤ期についての話と、楽し
い親子遊びをします。
d７月７日㈬午後１時半〜３時半l区保健
福祉センターi区子育て支援課 a4191086 f441 - 1455t区内に住む１歳〜３
歳とその保護者c先着10組程度y無料e電
話か、ファクスで６月15日㈫〜６月30日㈬
に同課へ。

新聞の記事や写真、イラストを切り貼りし
て自分だけのオリジナル新聞を作ります。
d７月24日㈯、８月７日㈯午後１時〜３
時l博多市民センター（山王一丁目）i同セ
ンター a472-5991 f472-5952t小学３
〜６年生の児童とその保護者c各回先着25
組50人y無料e６月15日
㈫から電話または同セン
ター窓口で受け付けj筆記
用具（色鉛筆、サインペン
など）、のり、ハサミ

アビスパ福岡を応援しよう
７月17日㈯午後6時半からベスト電器スタ
ジアム（東平尾公園二丁目）で行われるガン
バ大阪戦に招待します。
t区内に住む高校生以下とその家族（1家
族４人まで）c400人（抽選）e市ホームペー
ジ（市ホームページサイト内にて「アビスパ

新型コロナウイルスの感染症対策の
ため、掲載しているイベントなどは中
止となる場合があります。事前に各問
い合わせ先にご確認ください。

令和3（2021）年 6月15日
d ＝日時、開催日、期間 l ＝場所 i ＝問い合わせ a ＝電話 f ＝ファクス t ＝対象 c ＝定員 y ＝料金、費用 n ＝託児 e ＝申し込み j ＝持参 m ＝メール h ＝ホームページ

ボランティア活動のための
オンライン会議入門講座

※応募事項は 14 面の申し込み方法参照

子育てホッとひろば

オンライン会議の方法や心得を学びます。
12日㈭午前９時半〜正午l
d８月10日㈫、
博多区保健福祉センターi博多区社協事務所
受
a436-3651 f436-3652t区内に住み、
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７月30
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

はかたん
おもちゃで遊べます

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。
d７月２日㈮午前10時15分〜11時15分
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６
月15日㈫午前９時半以降に同課へ。

保健
だより

博多体育館 子どもスポーツ教室
フットサルやチアダンスなど、子どもを対
象にしたスポーツ教室の参加者を随時募集し
ています。
詳細はホームページ
（
「博多体育館」

実施日
７月
８月

内容

受付時間

対象・料金・その他（令和４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３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）

がん検診

申し込みは①、問い合わせは②

胃がん（胃透視）

t40〜69歳y600円 ※満70歳以上の人は医療機関や健康づくりサポートセンター
で受診してください。

大腸がん

t40歳以上y500円

乳がん

13㈫
★30㈮

子宮頸（けい）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
30㈪

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）
細胞診検査（y700円）あり。

胃がんリスク検査（血液検査）

t令和３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
y500円

※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。

検査・相談等

母子巡回健康相談
内容

実施日

不要
不要

７月

24㈭

８㈭

b9:00〜11:00

14㈬
28㈬

b16:00〜18:00

―

８㈭

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身分証明書

―

２㈮
20㈫

10:00〜11:00
g12:30〜13:30
14:00〜15:00

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。

16㈮

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
c25組程度
参加可
jマスクの着用をお願いします。

エ イ ズ・ ク ラ ミ ジ ア・
梅毒抗体検査
23㈬
B型・C型肝炎ウイルス
検査

要 栄養相談

不要

６月

b=受付時間
g=実施時間

離乳食ミニ相談会

不要

21㈪

５㈪
19㈪

g13:00〜15:00

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

―

12㈪

g13:15〜15:15

t区内に住む妊婦とその家族
j母子健康手帳、筆記用具、マスクの
着用をお願いします。

g9:30〜11:30

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

③
要 マタニティ個別相談会
要 お母さんの心の相談
要 心の健康相談

匿名で検査可。検査結果を２週間後に
本人に直接説明。

23㈬

―

―

13㈫

イベント・催しなどについてのお知らせ

予
約

⑤ 要

※６月15日午前９時半
から予約受け付け

場所

実施日

実施時間

板付会館

７/２㈮

吉塚会館

７/15㈭

三筑公民館

７/20㈫

那珂公民館

７/21㈬

13:30〜

校区献血 ※予約不要
i

場所

実施日

御供所公民館 ６/17㈭

受付時間
10:00〜12:00
13:00〜15:30

６/23㈬

10:00〜12:30
13:30〜16:00

美野島公民館 ６/25㈮

10:00〜12:00
13:00〜15:00

弥生会館
⑥

母子健康手帳特設交付

―

対象・料金・その他

ei

e 予
i 約

④

多くの集合住宅やビルでは、いったん貯
水槽にためた水道水が各部屋に給水されて
います。水道水には細菌などの繁殖を抑え
るために塩素が含まれていますが、貯水槽
の管理状況や気温等の影響で、塩素が消失
してしまうことがあります。
博多区衛生課では、塩素の有無が分かる
簡易検査キットを無料で配布しています。
飲み水に異常を感じたら、ご相談
ください。
i博多区衛生課 a419-1125
f434-0007

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
★７/30 ㈮は託児付き健（検）診 tBCG 接種済みの生後６カ月〜未就学児 e健（検）診を予約後、②健康・感染症対策係へ。

e 予
i 約

②

安全な飲み水のお話

【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・感染症対策係 a419-1091 ③母子保健係 a419-1095 ④精神保健福祉係 a419-1092
（f は②〜⑥共通）
⑤地域保健福祉課 a419-1100 ⑥企画管理係 a419-1089 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）。

健
（検）
診等

要

で検索）で確認するか、下記へお問
い合わせください。
li 博 多 体 育 館（山 王 一 丁 目）
スマホは
a481-0301 f481-0302
こちらから

板付公民館
席田公民館
三筑会館
月隈公民館

６/27㈰
７/７㈬

9:30〜12:00
13:00〜15:30
9:30〜12:00
14:00〜16:00

７/16㈮ 13:30〜16:00

新型コロナウイルス感染症対策のため、掲載しているイベント、各健（検）診などは中止とな
る場合があります。事前に各問い合わせ先にご確認ください。

