
　水道水の水質については、水道局水道
水質センター（　 512-7377　 551-9299）へ。

　道路の配水管または道路の配水管
から宅地内のメーターまで（直結増圧式
の建物等の場合は第１止水栓まで）の
漏水は、水道局保全課にご連絡くださ
い。なお、夜間・土・日・祝休日の漏水な
どで緊急を要する場合は、営業時間外
緊急電話受付センターへご連絡くださ
い。 

　し尿収集の申し込みは、お住まいの
区生活環境課（博多区は自転車対策・
生活環境課）・西部出張所（⇨P.22～
P.25）までお願いします。また、臨時くみ
とりの申し込みについては、くみとり希
望日の3営業日前までに（公財）ふくお
か環境財団（　 752-7860○F 752-7862）
へお申し込みください。

黄砂やPM2.5情報を提供します
　黄砂とPM2.5の予測情報や「外出する
ときは、マスク等を着用しましょう。」など
の高濃度時における「行動のめやす」を
環境局ホームページや防災メール、福岡
市LINE公式アカウントで提供していますの
で参考にしてください。また、PM2.5 の
測定値については、ホームページやＰＭ
2.5 ダイヤル☎050-3000-2500（通話
料は利用者負担）でも案内
していますのでご利用くださ
い。

　飼い犬が死んだときは東部動物愛護
管理センターまたは家庭動物啓発セン
ターへ電話かFAXでご連絡ください。
インターネットでも手続きができます。（⇨P.17）

わんにゃんよかネット

　市街化区域内（一部の地域を除く）
で、戸建て住宅、共同住宅、事業所等
に雨水浸透桝、雨水浸透管を設置する
人を対象に、設置費用を助成します。

　放れている犬を見かけたとき、犬や
猫を飼えなくなったときなどは東部動
物愛護管理センターへ。犬のしつけ方
相談は、東部動物愛護管理センター、
家庭動物啓発センターへ。それ以外の
猫に関することは、家庭動物啓発セン
ターへご相談ください。

　過去の水道料金をインターネットか
らも確認できます。（事前登録必要）
　https://ryokin.suido.city.fukuoka.lg.jp/

　下水道の使用開始・変更・中止の手
続き先は、使用される水の種類（水道
水、井戸水、雨水など）によって水道局
または下記となります。手続き先がご
不明の場合や下水道使用料について
は下記にお問い合わせください。

下水道の使用開始等、下水道使用料

■環境保全に関すること

https://www.wannyan.city.fukuoka.lg.jp/
　下水処理区域内となった既存家屋
については、くみ取り便所を水洗便所
に改造する場合に工事資金を無利子
で貸付けます（限度額あり）。
　貸付けの対象となる工事は、水洗便
所に改造するための便器およびこれに
付属する洗浄用器具の工事並びにこれ
らと同時に施工する排水管等の新設
工事並びに改造に伴う壁の補修等の
改修工事及び台所、風呂等の排水管等
の工事です。詳しくはお問い合わせく
ださい。

水洗便所改造資金の貸付制度

　転居先の市町村役場などの窓口で
手続きを行ってください。福岡市で登
録した鑑札が必要です。

　転居前の旧住所と転居後の新住所
をお知らせください。インターネットで
も手続きができます。詳しくはホーム
ページ「わんにゃんよかネット」をご覧
ください。

0120-290-432

する人を

　水道メーターよりも家屋側で漏水し
ている場合は、市指定の給水装置工
事事業者（水道局ホームページに掲
載）または福岡市管工事協同組合が運
営する給排水メンテナンスセンター
（　 0120-1132-55）に修理を依頼してく
ださい（有料）。

　博多駅周辺地区と天神周辺地区の
分流化告示区域において、各家庭や
事業所などの排水設備を分流式に改
造する工事費用を助成します。なお、
対象区域が限定されますので、詳しく
はお問い合わせください。

　各区生活環境課（博多区は自転車
対策・生活環境課）⇨P.22～25

　各区衛生課環境係⇨P.22～25

　各区衛生課食品係⇨P.22～25

市役所窓口 ☎ 711-4869
平尾霊園管理事務所 ☎ 531-0655
三日月山霊園管理事務所 ☎ 662-7429
西部霊園管理事務所 ☎ 811-1733

　〒811-1355　南区桧原6-1-1
　　　　　　 564-1110

市動物園　動物相談⇨P.76

お客さまセンター
532-1010　 533-7370
月～金曜8：45～17：30、土曜9：00
～17：00（日曜・祝休日、年末年始
を除く）

711-4428

道路下水道局下水道料金課
711-4507　 733-5596

水道局保全課
292-0265　 472-9849

水道局節水推進課
483-3138　 436-7841

　井戸水については、各区衛生課（⇨
P.22～25）にお問い合わせください。

　最後まで適正に飼育していただく人
を対象に、東部動物愛護管理センター
では犬猫を、家庭動物啓発センターで
は猫のみ譲渡しています。譲渡できる
犬猫は、健康面等で譲渡可能と判断
された犬猫で、不妊去勢手術を実施
しています（一部未実施あり）。
　譲渡できる犬猫の情報は動物愛護

管理センターのホームページから見
ることができます。譲渡費用は無料
です。

■浄化槽、衛生害虫など

平日17：30～翌8：45（土・日曜、祝
休日、年末年始は24時間受付）

道路下水道局下水道企画課

　生後 91日以上の犬には、生涯に1回
の登録と毎年1回の狂犬病予防注射
が義務づけられています。 
　登録は東部動物愛護管理センター、 
家庭動物啓発センター、各区保健福祉 
センター（西区を除く）および福岡市 
獣医師会加盟の動物病院で、予防注 
射は集合注射会場、 東部動物愛護管
理センター、家庭動物啓発センターお
よび動物病院で受け付けています。集
合注射の日程や会場は市政だよりやは

がき、ホームページなどでお知らせしま
す。 
　手数料は登録が 3,000円、集合注
射会場、東部動物愛護管理センターお
よび家庭動物啓発センターで行う狂犬
病予防注射が 3,200円です。
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