2018年（平成30年）２月１日

区の人口 237,383 人（前月比 111 人減） （男 113,407 人

女 123,976 人）

世帯数 146,927 世帯（前月比 83 世帯減） （平成30年１月１日現在推計）
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※今年度

よかドックを受診しましょう
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【市県民税の申告書の提出が必要な人】
平成30年1月1日現在市内に住所があり、平
成29年中に所得があった人。ただし、次の人
を除く。 確定申告書を税務署に提出する人
所得が給与のみで、勤務先から市へ給与支払報
告書が提出されている人 年金・恩給などの公
的年金のみを受給し、各種控除などがない人。
【申告に必要なもの】
①マイナンバーカードか、通知カードと本人
確認書類（運転免許証等）②印鑑（朱肉を使う
もの）③平成29年中の所得が分かる書類（給与・
年金の源泉徴収票か給与支払証明書、営業等の

・対象＝ 〜 歳の市国

２/８㈭ 元町、板付、那珂五・六丁目、諸岡

受けると、総合的な健康

２/７㈬ 銀天町、東雲町、竹丘町、西春町、春町、
麦野、月隈、西月隈、東月隈、立花寺

活習慣病の多くは自覚症

相生町、井相田、寿町、三筑、昭南町、
２/６㈫ 新和町、光丘町、南八幡町、南本町、金
の隈、浦田

40

などから、食事や効果的

重篤な病気を引き起こす

また、健康保険の種類
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度は健康チェックをしま

市県民税の申告を、区課税課で２月16日㈮
から３月15日㈭まで受け付けます（土・日曜日
を除く）。期間中は窓口が混雑し、手続きに時
間がかかりますので、郵送での申告をお勧めし
ます。また、下表の通り臨時会場を設けますの
でご利用ください。
臨時会場:さざんぴあ博多
（南本町二丁目３-１）
開設時間：午前10時～午後４時

・健診内容＝身体測定、 な運動方法などについて

検査（中性脂肪・血糖・

値が基準を超えた人に

しています。

肝機能・貧血等 ）
、心 電

がん、大腸がんなどの各

種検診を行っています。

受診方法や実施医療機関

市県民税の申告は２月 16 日㈮から

△

△

発祥から470年の博多独楽(こま)。博多独
楽宗家三代目筑紫珠楽氏が「芸処博多 独楽
と博多町人」をテーマに語ります。d３月
10日㈯午後２時〜４時l博多小学校「表現
の舞台」
（奈良屋町）i博多大博通りクラブ
a291 3326 f291-3433c抽 選 で100人
y無料e往復はがき（〒812-0037御供所町
4-17 加藤企画気付「博多大博通りクラブ」
）
かメール（k.yume@kaz.bbiq.jp）に代表者
の応募事項と参加者全員の氏名（ふりがな）
を書いて２月28日（必着）までに同クラブへ。

受け取ります。

はお問い合わせくださ

博多の歴史と文化を学ぶ講演会

健診の２～４週間後に結果を

【問い合わせ】

アニメ映画「ムーミン 南の海で楽しいバカ
ンス」を上映。d２月24日㈯①午前10時半
〜②午後２時〜
（いずれも開場は30分前から。
上映時間77分）li博多市民センター (山王
一 丁 目) a472-5991 f472-5952t子 ど
もと保護者または高齢者c各500人y無料
（要整理券）e２月２日㈮から同センター、
博多区生涯学習推進課、さざんぴあ博多で配
布する整理券を当日持参し、先着順に入場。

結果

区健康課

子どもおもしろ劇場 映画上映会

持参し、受診します。

a ４１９・１０９１

子どもプラザや各公民館などで開催されて
いる「子育て交流サロン」で活動するボラン
ティアの養成講座です。d３月２日㈮午前10
時〜午後０時半l博多市民センター第１会議
室i山王子どもプラザ（〒812-0015山王一
丁 目13-10博 多 市 民 セ ン タ ー 内 ）a・f
472-6006t子育て支援に関心があり、サポ
ーターとして活動したい人c先着20人y無
料e電話かはがき、ファクスに応募事項を書
いて２月１日㈭午前10時以降に同プラザへ。

料金と必要書類（保険証等）を

f ４４１・００５７

子育てサポーター養成講座

受診

い。

昼休みを利用し、音楽に合わせた有酸素運
動、肩こり・腰痛の改善運動など、毎回違う
内容の運動をします。スーツのままで気軽に
参加できます。d２月６日〜27日の毎週火
曜日午後０時40分〜50分（全４回）l区保
健福祉センター２階集団指導室i区地域保健
福祉課 a419-1100 f441-0057t区内に
住むか通勤する人y無料e不要

人を対象に、胃がん、肺

10 分間で ちょこっと昼トレ

しょう。かかりつけ医で

生後２、３カ月の子どもと保護者を対象に、
育児についての講話や参加者同士の交流会を
行います。d３月２日㈮午後１時半〜３時半
l区保健福祉センター i区地域保健福祉課
a419-1100 f441-0057t区 内に 住 む 平
成29年12月・平成30年１月生まれの第１子
と保護者c先着25組y無料e電話かファク
スに参加者全員の応募事項と子どもの生年月
日を書いて２月１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

受診場所を選んで電話で予約
〇市内の実施医療機関
予約は各実施医療機関へ。医療
機関名や連絡先は、よかドックご
案内センター
（a711-4826）
で確
認を。
〇保健所（２月28日㈬）
・さざんぴ
あ博多（３月５日㈪）
予約は集団健診予約センター
（a0120-985-902）
へ。
〇健康づくりサポートセンター
（ 土日祝日・第 ３ 水曜日夜間 ）
a751-2806

は、生活習慣改善のため

ほやほやママの子育て教室

< よかドック受診の流れ >

図、問診など

※応募事項は 15 面の申し込
み方法参照

よかろーもん

問診をする牟田院長（左）

収入や必要経費が分かる帳簿など）④各種控除
に必要な書類（下表）
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もの
勤労学生控除 在学証明または学生証
医療費控除の明細書

※医療費控除の明細書がない場
合は医療費の領収書か医療費通
知（「医療費のお知らせ」など）
医療費控除
※従来の医療費 と保険等からの補てん額が分か
るもの
控除制度とセル
セルフメディケ―ション税制の明
フメディケー
細書と一定の取り組みを行ったこ
ション税制のど
とを明らかにする書類
ちらかを選択
※セルフメディケーション税制の
明細書がない場合は特定一般用
医薬品等購入費の領収書と保険
等からの補てん額が分かるもの

社会保険料の領収書または控
社会保険料控除 除証明書（国民年金保険、国
民健康保険、介護保険等）
生命保険料控除
保険会社からの控除証明書
地震保険料控除
【問い合わせ先】
区課税課 a419-1027 f476-5188

所得税の確定申告は西鉄ホールで

博多税務署管内の平成29年分確定申告相
談は、２月16日㈮から３月15日㈭まで西鉄
ホール（中央区天神二丁目11-３ソラリアス
テージビル６階）で受け付けます（午前９時
～午後４時。２月18日㈰と25日㈰を除く土・
日曜日は休み）。この期間中は、博多税務署
内での確定申告の相談は行いませんのでご注
意ください。
【問い合わせ先】博多税務署a641-8131

