
住宅都市局都市景観室
　 711-4395 ○F 733-5590

保存樹の指定と補助に関するお問い
合わせは、住宅都市局活用課
（　 711-4367 ○F 733-5590）まで。

みどり課
■街路樹の管理

市総合体育館
　西日本最大級の面積を誇るメインアリーナでは、バレーボー
ルなら４面、バスケットボールなら３面のコートを設置すること
ができ、また、天井までの高さは約１５メートルで、バレーボー
ルや新体操などの国際試合を行える国際基準も満たしていま
す。
　剣道や柔道ができる武道場、屋内に設けられた弓道場、明
るく開放的なトレーニングルーム、エアロビクスやヨガなどさま
ざまな運動に使える多目的室などの施設があります。

施設名

メインアリーナ
サブアリーナ
武道場
多目的室A・B
弓道場

トレーニングルーム

一般

380円

250円

500円

高校生

190円

120円

250円

小中学生

130円

120円
中学生
170円

1日券

950円

650円

1,250円

※トレーニングルームを中学生が利用する場合は、18歳以上（高校生
は不可）の同伴者と一緒にご利用ください。

　　　 市総合体育館（東区香椎照葉6-1-1）
　 410-0314　 　 410-0318
　 9：00～22：00（トレーニングルームは8：30～、開館は8：00～22：50）
　 第３月曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3
　 https://www.fukuoka-city-arena.jp/

◆利用料金

たばこが特に危険な天神・大名地区と
博多駅周辺地区の一部を「路上禁煙
地区」に指定し、地区内の道路上での
歩行中・自転車乗車中の喫煙を禁止
し、巡回指導を行っています。

　市では、モラル・マナーの向上を目指
した「人に優しく安全で快適なまち福
岡をつくる条例」により、喫煙者の責
務として、市内全域で歩行中や自転車
乗車中に喫煙しないよう努めること、
屋外で喫煙する場合は吸い殻入れを
携帯するよう努めることを義務づけて
います。また、人の通行量が多く、歩き

　朝顔などのつる性植物による緑のカーテンは、夏の省エネ対策
として花や緑を楽しみながら手軽に実践できる取り組みです。市
ホームページでも、緑のカーテンの育て方などを紹介しています。
夏の一人一花として取り組んでみませんか。

　　　 環境局脱炭素社会推進課
　 711-4282　　 733-5592
　 https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/s-suishin/midori_
no_katen_project．html　

緑のカーテン

令和3年度 緑のカーテンコンテスト受賞作品

市民局防犯・交通安全課

LINEでも道路・公園等の不具合を通
報できます。
LINEアカウント名：福岡市
LINE ID：@fukuokacity

ライン

　市は、シェアサイクルの利用促進、放置自転車の減少などの自
転車対策の課題解決を目的として、「チャリチャリ」を使ったシェア
サイクル事業を行っています。
　自転車は、市内494か所（令和4年3月現在）にあるポート
（駐輪場）で借りられます。使用後は、必ず目的地近くのポートに
返却してください。ポート以外に返却すると追加料金などペナル
ティが発生する場合があります。
　 1分につき6円、電動アシスト付きは1分につき15円

スマートフォンで「チャリチャリアプリ」をダウンロード
し、登録すると利用できます。アプリのダウンロードは
こちらから。

チャリチャリの利用方法や運営に関すること
カスタマーサポート
 　0120-091-881（12：00～16：00）

【安全・安心への取り組み】
　チャリチャリは自転車整備士が定
期的に整備しています。万一の事故
やけがに対する対人・対物補償の保
険付き。緊急時はサポートセンターが
対応します。

シェアサイクル事業に関すること
道路下水道局自転車課  　711-4468 　733-5591

シェアサイクル「チャリチャリ」

1回券（2時間）

　都心中心部の道路交通混雑を緩和するため、その周辺（フリン
ジ）に車を駐車し、バス等で移動する取り組みです。
　対象駐車場に駐車すると、天神に行く人限定で駐車料金が最
大500円になります。
　天神の福岡市観光案内所またはライオン広場（中央区天神
2-1-1）で駐車券の割引処理が必要です。また、観光案内所では
利用特典として乗車人数分の西鉄バス片道乗車券（天神～駐車
場最寄りバス停）を進呈します。

〈対象駐車場〉
・ボートレース福岡第１立体駐車場（中央区那の津1-7-5）
　 最大500円（入庫当日限り）
・エフパーキング北天神（中央区長浜1-4-50）
　 最大500円（入庫後12時間まで）
・グランドパーキング（中央区渡辺通1-1-3）
　 最大500円（入庫後12時間まで）

フリンジパーキング

割引除外日が
ありますので、詳細は
ホームページで確認を。

　　　 住宅都市局都心交通課
　 733-5405　　 733-5590

駐車券割引所 サービス内容

駐車券割引　バス片道乗車券進呈
福岡市観光案内所
（受付時間 9：30～19：00）
ライオン広場
（受付時間 5：00～24：00） 駐車券割引（セルフ処理）

各区維持管理課（中央区・西区は管理
調整課）⇨P.22～25

各区維持管理課（中央区・西区は管理
調整課）⇨P.22～25

各区維持管理課（中央区は地域整備
課、西区は土木第1課、土木第 2課）
⇨P.22～25
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JR九州九大学研都市駅
周辺地区

807-7487
807-0484

天神路上

長浜公園※
天神ふれあい通り
天神南路上

地下鉄天神南駅
周辺地区

博多区分

　原則、請求した月の翌月分からの支
給となりますが、転入が月末に近い場
合、請求が翌月になっても転出予定日の
翌日から15日以内であれば、請求月分
からの支給となります。転出の場合は、
本市と新しい住所地の市区町村両方で
手続きが必要です。
※手続きにはマイナンバーが必要です。

　事前に契約している、もしくは契約
予定の各ガス会社へご連絡ください。

　532-1010）で下水道の使用開始・中
止の受付も完了します。
　井戸水や雨水など水道水以外を使
用している場合は、下水道の使用開
始・中止をお届けください。

また

JR 九州笹原駅周辺地区（博多区）

地区（南区）

■返還時に必要なもの 返還通知書（届いていない場合は不要）、 本人確認書類、カギ、 保管手数料（2,500円）

榎田保管所
月～金曜 11：00 ～19：00、
土・日・祝日 13：00 ～17：00
12/29 ～1/3

那の津保管所
月～金曜 11：00 ～22：00、
土・日・祝日 13：00 ～22：00
12/29 ～1/3

その他の保管所
月～金曜 15：00 ～19：00、
土曜　　13：00 ～17：00
日曜・祝日、12/29 ～1/3

　禁止区域内は即時撤去、区域外も3日以上で撤去します。
※路上駐輪場以外は定期券・回数券あり

※転入の場合は14日以内に手続きが必要です。

東区・南区・城南区は維持管理課、博多区は自転車対策・生活環境課、中央区・西区は管理調整課、早良区は生活環境課⇨ P.22～25

725-0431

725-0431

1/1

431-9007博多駅筑紫口 ※

　国民年金第1号被保険者や国民年
金・厚生年金の受給者が住所を変更す
る場合、日本年金機構にマイナンバー
が登録されている方は、手続きは原則
不要です（登録状況はお近くの年金事
務所で確認できます）。
　マイナンバーの登録がない場合は、
第1号被保険者は新しい住所地で、年
金受給者は管轄の年金事務所で変更
手続きを行ってください。⇨P.33

LINEで引っ越しに伴う区役所手続きをご案内
LINEアカウント名：福岡市
LINE ID：@fukuokacity
■問い合わせ先 /市民局戸籍住民課
　 711-4074 　 733-5595

ライン

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）

　引っ越しによる水道の使用開始・中
止は、4日前（土・日曜、祝休日を除く）
までにお客さまセンターまでご連絡く
ださい。インターネットでは 24時間受
付可能です（引っ越しの3日前（土・日
曜、祝休日を除く）まで）。
　建物全体を一括して検針している共
同住宅の場合は、管理会社などへご連
絡ください（水道局へは連絡不要）。

駐輪場・自転車放置禁止区域

752-8191
725-0431

春吉 725-0431

725-0431

JR九州
竹下駅周辺地区
（南区を含む）

国民健康保険・後期高齢者医療制度

　事前に契約している、もしくは契約
予定の各電力会社へご連絡ください。

■子ども医療費助成制度⇨P.46
■ひとり親家庭等医療費助成制度⇨P.63
■重度障がい者医療費助成制度⇨P.61

月～金曜 8：45～18：00（土・日曜、
祝休日、年末年始を除く）

　マイナンバーカードを使ったオンライ
ンによる転出届⇨P.29

　区役所における引越し手続きのオン
ライン予約サービス⇨P.29

東区分

55

50
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