2018年（平成30年）２月15日

65,831世帯（前月比49世帯増）
（平成 30 年１月１日現在推計）

心を 込 め て お 届 け し ま す
障がい者施設の一押し商品

さざなみＡｌｏｈ

も販売しています。

障がい者施設では、食品や雑貨、こだわりの商品が丹精込めて作られています。
区内にある障がい者施設のうち、２施設を紹介します。
から出来上がりまで丁寧
に作業しています。ギフ
ト注文も受け付けていま

）

「
避難行動要支援者名簿」の作成にご協力ください

市は、災害時に自力で 難支援や日頃の見守りな

避難ができず支援を必要 どに活用します。

市内に住み、自ら避難

とする人を把握するため ●対象者

に「避難行動要支援者名

簿」を作成しています。 することが困難で、次の

名簿を作成するには本 いずれかに該当すること

人の同意が必要です。平 になった人（施設入所者

金森佳子施設長（

は「商品の種類や数を増

。
成 年度に新たに対象と を除く）
品を丁寧に作っていま

していますので、２月

「同意等確認書」を郵送 （心臓、じん臓、または免

な っ た 人 に １ 月 上 旬 に ①身体障害者手帳１、２級

③精神障害者保健福祉手

栗チョコ」（右下写真）
は、

定番商品の「ほっこり

ページ（
「ときめきウェブ

活動や商品は、市ホーム

市内の障がい者施設の

月 日までに区総務課ま 人でも、一定要件を満た

送をしていない人は、２

でご連絡ください。

※①～④に該当しない

す希望者は名簿への登録

作成した名簿は、自治 が可能です。

2025年 3月31日まで有効

平成元年 3月31日生
□□市長

性 別女

住 所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

h＝ホームページ
m＝メール
j＝持参

②名簿情報の提供

①「同意等確認書」
ま
たは
「申請書」の提出

避難に支援を
必要とする人

③災害時の安否確認、
日頃の見守り、防災
訓練など

●本人確認書類の注意点
本人確認書類が官公署発行の顔写真付きで
ない場合、健康保険証や年金手帳など２点が
必要です。
●コンビニでもっとお得に
番号 花子
マイナンバーカー
ドがあれば、上記の
証明書をコンビニで
も取得できます
（福
岡市発行のものに限
マイナンバーカード（見本）
る）
。コンビニでの
証明書の取得が可能な時間は▷住民票の写
し・印鑑登録証明書＝毎日午前６時半～午後
11時▷戸籍全部(個人)事項証明書・戸籍の
附票の写し＝平日午前９時～午後５時ーに受
け取り可能です。※年末年始やシステム等の
保守点検時を除く
なお、手数料は区市民課などの窓口より
50円安くなります。
i区市民課 a833-4017 f841-7740

f822・2142

氏 名

福 岡 市

つくし 学 園
l 鳥飼五丁目 ・

やすことは難しいです

l 田島五丁目４・
a・f865・8685

すので、いろんな人に商
品を知ってもらって、食

a ８２１・６１７１
f ８２１・６１７５

が、その分一つ一つの商

は、香川県小豆島で精製

す。皆さんに体に良いも

日（消印有効）までに返 ②療育手帳Ａ

ハ

さざなみＡｌohaで
されたオリーブオイルを

のを食べてもらいたいで

ロ

べて も らいたいで す ね 」
パンや焼き菓子は毎週

はじめ、きび砂糖や蜂蜜

菓子やパン（左下写真） と話します。
などを販売しています。
火・木曜日の午後２時か

疫機能障害のみは除く）

施設利用者は、毎日菓子

す」と話します。

送してください。

など、全て国産のものが

技術や品質の向上を図り

２月から小麦粉を使用し

福岡」
）
で紹介しています。

i 区総務課

また、昨年中に「同意 帳１級

ながら、それぞれの商品

ないグルテンフリーの製

■ 記事に関する問い

協議会、社会福祉協議会

a8
 33・4055

◇ ◆ ◇

の製造や袋詰めを行って

品として販売。チョコレ

合わせ先／区企画共創課

等の関係者で共有し、災

等確認書」を受け取り返 ④要介護認定３以上

平井久美子副施設長

ートを増量し、よりしっ

a ８３３・４０５３

委任状
不要
印 鑑 登 録 証明
・印鑑登録証
書

製造の他に、納品や販売

28

住民票の写し ・本人確認書類
（運転免許証、マイナン 委任状
バーカード、パスポート
必要
戸籍全部（個人） 等）
※代理人の
事項証明書
・印鑑 ( 認印可)
本人確認書
※本人署名の場合は省 類も必要
戸籍の附票
（ふ 略可
ひょう）の写し

います。
（ ）は「施設の利用者は

とりとした食感を味わう

イスをもらい、さらなる

28

害時の安否確認などの避

使用されています。

ら３時までつくし学園で

29

やパン職人等からアドバ

ア

つくし学園では、焼き

62
f ８４４・１２０４

証明書が欲しい！

ことができます。

住民票の写しや戸籍の証明等の取得手続き
には、下記書類が必要です。窓口に行く前に、
必要な書類が揃っているか確認しましょう。
●申請できる人
住民票の写しおよび印鑑登録証明書は、福
岡市に住民登録がある人が、戸籍関係証明は
福岡市に本籍がある人が申請できます。
●証明書の種類と手続きに必要なもの
区市民課で交付する証明書と必要な書類は
下表の通りです。

市税の納付には便利な口座振替をご利用ください。 i区納税課
コンビニエンスストアでも納めることができます。 a833-4026 f841-2145

２月28日㈬は固定資産税・都市計画税
第４期の納期限です

12

にも携わっていて、製造

必要なものは揃っていますか

自治協議会
社会福祉協議会
民生委員・児童委員

a
20

16

はしご車の試乗や放水体
験など、消防隊の仕事の見
学、体験ができます。
d２ 月24日 ㈯ 午 前10時
半～午後０時半li城南消
ファイ太くん
防署 a863-8119 f8653594y無料e不要 ※はしご車試乗は４歳以
上が対象。午前10時15分から抽選券を配布、
10時45分に抽選会を行い、当選した30人が
試乗。雨天時、災害出動時は試乗中止。 ※会
場へは公共交通機関をご利用ください。

お知らせ・参加者募集
代理申請時
必要なもの

証明書

46

来て！見て！体験！消防たい ( 隊 )

女 69,740 人

男 61,825 人

e＝申し込み
n＝託児
y＝料金、費用
c＝定員
t＝対象
f＝ファクス
a＝電話
i＝問い合わせ
l＝場所
d＝日時、開催日、期間

花と緑あふれるまちへ

131,565人（前月比144人増）

2018年（平成30年）２月15日

「
梅林 」を梅香る町に

の町は梅林というのに梅

の木が少ない」という参

地域の未来を共に創る

梅林を梅いっぱいの
町にしよう
加者の何気ない一言でし

た。
「 それならみんなで

吉田さんは、
「 住民みん

吉田由良さん
（ ）
が代

校の生徒も参加して、町

なで梅の木を植えて、そ

26

66

梅を植えよう」との提案

林・推進プロジェクト」 に 有 志 が 賛 同 し、 プ ロ

内の雑草地や公園、道路

28

表を務める「梅香る町梅

のメンバーが中心となっ
ジェクトが発足。地域住

災害時にも地域で団結し

の成長を見守っていきま

す。町がきれいに変わっ

ンボルとなるよう願いが

て助け合えることを期待

民や企業の協力を得て、 などに新たに計 本のし

だれ梅を植樹しました＝

ていく様子を語り合うこ

12

て、平成 年から梅林地

写真①②。梅の並木道に

とが住民同士のコミュニ

込められています。

して、今後も梅の木を増

【問い合わせ先】

やしていきたいです」と

る地域の老人ホームが敷

区企画共創課

広がる活動の輪

地内に梅を植えたり、近

a833・4053

話しました。

隣の寺の境内に植樹が予

f844・1204

プロジェクトに協力す

定されたりしています。

授業の最後には、
「子どもが払う税金にはど
のようなものがありますか」
「税金が高くなる
のはなぜですか」などの質問があり、区職員
が丁寧に答えました。授業後、児童は「税金
が必要で大切なものだと分かりました」
「自分
たちが学校に通うために、こ
んなにたくさんの税金が使わ
れていることを初めて知りまし
た」と話していました。
i区課税課 a833-4037 f841-2145

同年 月に８本のしだれ

梅を植樹し、昨年２月に

人が集まり、交流が生ま

ケーションにつながり、

税金にまつわるクイズに答える
児童たち

美しいしだれ梅が咲きました
（昨年）

区で梅の植樹活動が行わ

美しい花が咲きました。

れ、住民の心を束ねるシ

12

れています。

活動のきっかけは、夜

昨年 月には梅林中学

市は、次の世代を担う小・中学生に税金の
意義や役割を正しく理解してもらうため、
「租
税教室」を実施しています。１月12日に長
尾小学校で実施された同教室には、６年生
115人が参加しました。
学校の黒板や机など、身近なところで使わ
れている税金の額について区職員が説明を行
うと、児童からは驚きの声が上がりました。
税金をテーマにしたアニメも上映され、消防
やごみ収集、道路や公園など普段当たり前に
利用しているものが、税金で成り立っている
ことを学びました。

間パトロールの時の「こ

小学校で租税教室を開催

①
●

②
●

【問い合わせ・申込先】

a0120-985-902 ②健康課 健康づくり係
a831-4261
①予約センター
③健康課 母子保健担当 a844-1071
④健康課 精神保健福祉係 a831-4209
a831-4208
a833-4113
⑤健康課 医薬務係
⑥地域保健福祉課

f①0120-931-869、②〜⑤は822-5844、⑥822-2133

よかろーもん

保健所での健（検）診・検査・教室・相談
内容

実施日
２月

３月

-

１

肺がん
結核・肺がん
骨粗しょう症検査
（ミニ運動教室付き）
エイズ・クラミジア・
毎週水曜日
梅毒検査
B・C 型肝炎ウイルス検査 21
14
７
風しん抗体検査
21
14
離乳食教室
20
20
27
栄養相談
23
9
12
マタニティースクール
26
26
15
心の健康相談

対象者・料金・その他

（表下※２参照）

大腸がん

身体測定や育児相談をします。t妊産
婦、乳幼児と保護者j母子健康手帳

t40～74歳の市国民健康保険加入者
y500円
j国民健康保険被保険者証
t35歳以上y600円
t20歳以上女性y400円
t40歳以上女性
y40歳代1,300円 50歳以上1,000円
b８：30～10：30
t40歳以上y500円
t40～64歳
＊50歳 以 上の肺がん
y500円
のハイリスク者で喀痰
（かくたん）細胞診希
t65歳以上y無料
望者は別途700円
t40歳以上y500円
手首の骨量
（骨密度）
測定。
運動教室は参加自由
匿名での検査 yエイズ・クラミジア無料、梅毒
b９：00～11：00 不要
570円 ３/21（水・祝）はお休み
b９：00～11：00 不要
t20歳以上（過去に検査を受けたことがない人）
t妊娠を考えている人とその配偶者・妊婦の配
b９：00～11：00 不要 ②
偶者で、抗体検査未受診者、18歳以上
g13：30～15：00 不要
離乳食の講話や試食。乳児の同伴可
g９：30～12：00
要※3
管理栄養士が食事の相談に対応
g13：00～15：30
t妊婦とその家族など
g13：30～15：30 不要 ③
j母子健康手帳・筆記用具 動きやすい服装で
g14：00～16：00 要※3
専門の医師が相談に対応
④ t心の病を抱える人の家族など
g13：30～15：30 要※3
（内容）２/27グループホーム見学
健診は①託児は②

がん検診

乳がん

i
予約
e

要（表下※１参照）

胃がん(胃透視 )
子宮頸
（けい）
がん

b＝受付時間
g＝実施時間

減免制度あり

よかドック
（特定健診）

場所の記載がないものは保健所で実施。
料金の記載がないものは無料。 母子巡回健康相談

場所

実施日

受付時間

i

別府公民館 ２/16 13：30～14：00
南片江公民館 ２/26

9：45～10：15

鳥飼公民館 ２/26 13：30～14：00
堤丘公民館

⑥

３/15 13：30～14：00

保健所レター
3/１㈭～７㈬は
子ども予防接種週間

４月から小学校１年生になる子
どもで、まだ麻しん・風しんワク
チン２期を接種していない人はい
ませんか。入学に備え、接種漏れ
がないか確認しましょう。３月末
までは定期接種として費用が免
除されます。
「子ども予防接種週間」の期間
中は、予防接種の受付時間が通
常より長くなり、土・日も接種可
能な医療機関があります。詳しく
は各医療機関にお問
こころの病 家族講座 27
い合わせください。
【問い合わせ先】
子宮頸がん検診・乳がん検診は２年度に１回。その他の健
（検）
診は１年度に１回。
区健康課
※１ 健（検）診の予約締め切り：各健
（検）
診日の土日祝日を除く10日前まで。
a831-4261 f822-5844
※２ 市県民税非課税世帯・生活保護世帯・70歳以上の人などは必要書類の提出により健
（検）
診の料金が免除。
※３ 予約締め切りは各相談・教室の前日まで。

