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令和４（2022）年 ３月15日

区の人口 252,239 人（前月比 149 人減）　（男 121,609 人　女 130,630 人）　世帯数 155,897 世帯（前月比 146 世帯減）　（令和４年２月１日現在推計）
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スマートフォンなどで、
市民課や保険年金課、証明
サービスコーナーの窓口の
待ち人数を確認することが
できます。
　同じ時間帯でも証明だけなら、証明サー
ビスコーナーの方が区役所窓口よりも待ち
時間が短くて済みます。

ウェルカメラネットで
窓口の混雑状況が分かります ▼博多区役所

証明受付
▼博多駅
証明サービスコーナー

待ち人数表示の一例（同じ時間帯）

　３月、４月の引っ越しシーズンは区役所窓口が大変混雑し、手続きに２時間以上かかること
もあります。区役所での待ち時間が短縮できる便利なサービスをご利用ください。

便利なサービスでスムーズな引っ越し手続きを
引っ越しシーズン到来

　３月27日㈰、４月３日㈰午前10時〜午後
２時に、転出・転入届やそれに伴う手続きを
受け付けます。住民票などの証明書やマイナ
ンバーカードも受け取れます。平日よりも待
ち時間が比較的短時間で済みます（下カレン
ダー参照）。

【開設窓口】▷市民課▷保険年金課▷福祉・
介護保険課▷子育て支援課

※一部手続きできないものもあります。

　市ホームページで来庁希望
日の５営業日前の午前８時半
までに予約すると、区役所で
の手続き時間が短縮できます。
引っ越し先の住所や氏名、来
庁希望日などを入力してくだ
さい。土・日曜日の予約ができるのは、各証
明サービスコーナー（博多駅・天神・千早）
の臨時窓口のみです。

【対象となる手続き】　転出・転入・転居届と、
それに伴う▷小中学校の転入学▷子ども医療
費助成▷児童手当▷国民健康保険▷介護保険
の要介護認定

【記事に関する問い合わせ】
　区市民課 a419-1009 f482-7640

３/27㈰・４/３㈰に
区役所を臨時開庁

日曜開庁 引っ越し手続きの
オンライン予約

時間短縮

　住民票の写しや印鑑登録証
明書、戸籍の諸証明などは、
区役所以外でも取得できます。

※戸籍に関する証明は、福岡
市に本籍がある人に限ります。
●コンビニエンスストア

マイナンバーカード（利用者証明用電子証
明書搭載済み ※４桁の数字）を使って取得
できます（毎日午前６時半〜午後11時、戸
籍に関する証明は平日午前９時〜午後５時）。
手数料は窓口で取得するより50円お得です。
●証明サービスコーナー

博多駅、天神、千早の３カ所で取得できま
す（毎日午前９時から午後８時、戸籍の諸証
明は平日午前９時から午後５時15分）。
●市内34カ所の郵便局

請求者本人に関する証明書に限ります。

証明書は
区役所以外で取得

来庁不要

詳しくは
こちらから

予約は
こちらから

　市外に引っ越しをする人は、
区役所に行かずにオンライン
や郵送で転出届の手続きがで
きます。
●オンラインで提出

マイナンバーカード（署
名用電子証明書搭載済み 
※６桁〜16桁の英数字）を
持っている人は、引っ越し
前ならスマートフォンで転
出の届け出ができます。
●郵送で提出

区市民課に市外転出届
（郵送用）、本人確認書類の写し、返送先住所
と宛名を記入し84円切手を貼った返信用封
筒を郵送してください。受付後に区役所から

「転出証明書」を申請者に返送します。

市外への転出届は
オンライン・郵送で

来庁不要

詳しくは
こちらから
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　i市引越し手続き案内コールセンター
　a515-1787（平日9:00〜20:00）

引っ越し時の区役所での手続きについて

市民課窓口 混雑予想カレンダー３・４月

日 月 火 水 木 金 土
3/13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 4/1 2
臨時開庁
3 4 5 6 7 8 9

臨時開庁

大混雑
ピーク 大混雑 混雑

引っ越し時のごみ・水道の手続き

検索

　i区自転車対策・生活環境課
　a419-1068 f441-5603

引っ越しごみ
福岡市　引っ越しごみ

　通常のごみとして出すほかに次の方法があ
ります。全て有料で事前申し込みが必要です。

粗大ごみとして出す
　収集の申し込みは電話か
インターネット（「福岡市

粗大ごみ　ネット」で検
索）、LINE（ライン）で受
け付けています。回収まで
１週間ほどかかります。
　ie粗大ごみ受付センター
　a731-1153 f731-1195

自分で処理施設に持ち込む
　搬入の申し込みは電話か
インターネットで受け付け
ています。搬入場所は申し
込み時に案内します。
　ie自己搬入ごみ事前受
付センター
　a433-8234y10㎏ごとに140円

市の許可業者に依頼する
　ie協同組合福岡市事業用環境協会
　a432-0123 f432-0124

家電リサイクル法対象品目とパソコン
エアコン、テレビ、冷蔵（凍）庫、洗濯機、

衣類乾燥機は購入した店舗か、近くのヤマダ
デンキへ依頼してください（リサイクル料金
と収集運搬料金が必要）。
　パソコンは各メーカーへ依頼してくださ
い。ホームページ（「リネットジャパンリサ
イクル」で検索）でも受け付けます。

　引っ越し日の４日前（土・日曜祝休日を除
く）までに連絡してください。受付時間は平
日午前８時45分〜午後５時半、土曜日午前
９時〜午後５時。３月20
日㈰、３月27日㈰午前９
時〜午後５時は臨時受け付
け。引っ越し日の３日前

（土・日曜祝休日を除く）
までならインターネットで
も手続きできます。

※電気やガスなどの手続きについては、契
約している電気・ガス会社等へ連絡を。

LINE受け付けは
こちらから

申し込みは
こちらから

手続きは
こちらから

検索

　iお客さまセンター
　a532-1010 f533-7370

水道
福岡市　水道局

とっても便利だもん

スマホは
こちらから
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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９:00 〜 17:00（令和４年度分の予約受付は３月 14 日㈪から）
　※５月の健（検）診は博多区新庁舎５階で実施（博多駅前二丁目８-１）健（検）診等

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　③健康課精神保健福祉係　a419-1092
　④地域保健福祉課　a419-1100　f441-0057（fは②〜④共通）
　※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）。

　令和４年１月から、千代公民館の空調機が
新しくなりました（西部ガス株式会社寄付）。
　空調機はガスを動力源とした停電対応型
で、台風などで停電した場合でも使用できま
す。停電時には、空調しながら発電もできる
ので、一部のコンセントでは携帯電話の充電
も可能です。
　i市コミュニティ施設整備課 a711-
4652 f733-5595

千代公民館の空調機が
新しくなりました　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。市で
は、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。
　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

「養育里親」を募集しています
　軽自動車税は、４月１日現在のバイク・軽
自動車などの所有者に課税されます。
　住所変更、名義変更、譲渡、廃車したとき
や、盗難に遭ったときなどは、必ず届け出を
してください＝下表。

車種 届け出・問い合わせ先
125㏄以下の
バイク、
小型特殊自動車

博多区課税課
a419-1022 
f476-5188

125㏄を超える
バイク

全国軽自動車協会連合会
福岡事務所 千早分室（東
区千早三丁目10-40陸運
会館２階）
a641-0431

軽自動車
（三輪・四輪）

全国軽自動車協会連合会
福岡事務所（東区箱崎ふ
頭二丁目２-51）
a641-0431

バイク・軽自動車の手続きを

　新型コロナウイルス感染症対策のため、
掲載している健（検）診等は中止や変更にな
る場合があります。事前に各問い合わせ先
へご確認ください。また、健（検）診等に参
加する際は、マスクの着用や手の消毒にご
協力ください。

「養育里親」募集のチラシ

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）５月
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み
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、
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よかドック（特定健診）

25㈬
30㈪

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や健康づくりサポートセンター
での受診をお願いします。

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

けんしんナビ
はこちらから

　保健師・助産師等が、赤ちゃんの身体
測定や育児相談を行います。
　t妊産婦、乳幼児とその保護者c先着
15組30人e電話か、ファクスに参加者
全員の応募事項を書いて３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

母子巡回健康相談検査・相談等 ※下記の検査・相談等は博多区保健福祉センター２階で実施
（博多駅前二丁目 19-24 大博センタービル）

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

３月 ４月

②

不
要
エイズ・クラミジア・
梅毒抗体検査

24㈭ ― 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。
※４月は中止

23㈬ ― b16:00〜18:00

要栄養相談 28㈪ ４㈪
11㈪

　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。

不
要離乳食ミニ相談会 25㈮ ―

g13:00〜16:00
※時間中いつでも
　参加可

離乳食開始の目安、初期の進め方につ
いての相談。（１組20分程度）t生後
５〜８カ月頃の乳児の保護者

③要心の健康相談 24㈭ ― g13:30〜15:30 精神科医による相談。e前日まで

※４月のB型・C型肝炎ウイルス検査は中止

e
i
予
約 場所 実施日 実施時間

④ 要

三筑公民館 ４/７㈭
13:30〜

板付会館 ４/８㈮
住吉公民館

４/18㈪
9:30〜

板付北公民館

13:30〜
那珂南会館 ４/19㈫
月隈公民館 ４/20㈬
弥生公民館 ４/25㈪


