総務課

令和２（2020）年２月15日

中央区役所

〒810-8622 中央区大名二丁目5-31

区役所代表電話

a 714 ー 2131

午前８時45分〜午後５時15分

土・日・祝日・年末年始を除く

区ホームページは
「福岡市 中央区」
で検索するか右のコードから
区フェイスブックページは
「情報発信中央区」
で検索

区の人口 202,095 人（前月比 123 人増） （男 90,168 人

女 111,927 人）

舞鶴公園のツバキ

世帯数 124,194 世帯（前月比 38 世帯増） （令和２年１月１日現在推計）

d、l、i など文中で使用している記号の説明は、本紙 14 面を参照してください。

交通安全教室
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挙げて、元気に渡りまし

する意識を日頃から持っ

守るという交通安全に対

した。自分の命は自分で

しっかり話を聞いていま

行くという意識を持って

どもたちは春から学校へ

います。まずは一番身近

は大人の行動をよく見て

ます。また、子どもたち

心に留めてほしいと思い

との大切さをしっかりと

から交通ルールを守るこ
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自分の命は自分で守ろう
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ウィーンの時期や冬季に

は公園内をイルミネー

ションで装飾し、年末に

は餅つき大会を開催する
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た」
「 今日勉強したこと
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声が聞かれました。

小学生になる年長組の園

子どもに良いお手本を見

めています。

舞鶴一丁目 区町内会
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中央警察署交通第一課

昭和 （１９６８）年に

43

はちゃんと覚えたので、
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児が参加しました。

◇

徳田彩夏巡査長（ ）は、 せることも大事です」と
昨年の夏には、公園内

の見通しをよくしようと

す」と話します。

地域で話し合いを行い、

正しく渡れると思いま

長で、長浜公園愛護会会

公園内の広場を囲ってい

50

園児たちは、中央警察

す」と話していました。 「子どもたちには、自分の

長の重孝義さんは、
「地

るフェンスの一部を低い

開園しました。現在に至

命は自分で守ることが大

孝通りを中心としたまち

域の子どもからお年寄り

呼び掛けました。

署の職員から交通ルール

保護者からも「とても分

交通安全教室は、子ど

の発展と共に、公園も形

るまでの約 年間、親不

の説明を聞き、交通安全

事だと一番に伝えたいで

もたちを交通事故から守

◇

啓 発の DVD を見た後、 かりやすい内容で、子ど

す。これから成長するに

柵に付け替えました。そ

もたちは交通ルールに興

まで、みんなが触れ合う

横断歩道の正しい渡り方

を変え地域の住民や若者

つれ、行動範囲が広がり

たちが安心して広場を走

り回ったり、落ち葉を拾っ

るために行われていま

味を持ったようです。保

現在は、公園内でさま

を学びました。子どもた

するために必要な知識を

ざまな活動が行われ、地

て遊んだりする姿が見ら

の結果、開放感のある公

身に着けて、交通ルール

域の世代間交流の場とし

れます。

コミュニティづくりがで

を守るように指導してい

ても定着しています。そ

季節を感じられる木々

も多い長浜公園に出掛け

に親しまれながら成長し

ます。

の一つが、月に一度開催

す。子どもたち自身が普

【問い合わせ先】

されている「パークピク

てみませんか。

3月22日㈰と3月29日㈰は臨時開庁日です

一人で行動する機会も増

区地域支援課

ニック」です。ベンチや

パークピクニックは第３日曜日の午前
11 時から午後３時まで開催

（区維持管理課）

現在、マイナンバーカードの申請は初回
手数料が無料です。通知カードに付いてい
る申請書に必要事項を記入し
「個人番号
カード交付申請書受付センター」へ郵送し
てください。申請書や送付用封筒（料金受
取人払）がない場合はホームページ
「マイナ
ンバー総合サイト」からダウンロードを。
スマホやパソコンからも申請できます。後
日、交付通知書
（はがき）
が届きます。はが
きと必要書類を持参し、区役所に受け取り
に来てください
（代理人は原則不可）
。
（a718-1020 f733-4840）
i区市民課

護者と歩くときも標識を

a ７１８・１０５６

パラソルを設置し、昼食

マイナンバーカードを申請しよう

ちは横断歩道の手前で左

f ７１４・２１４１

お知らせ

マイナちゃん

マイナンバーカード
（利用者証明用電子証
明書付き）があれば、中央区役所１階のマイ
ナンバーカード利用コーナーやコンビニに設
置されているマルチコピー機で各種証明書の
発行ができます。申請書の作成が不要で、交
付手数料も窓口交付より50円お得です。
【利用時間】
（1)マイナンバーカード利用コーナー
月曜～金曜日（区役所開庁日）
午前８時45分～午後５時15分
(2)コンビニ
毎日 午前６時半～午後11時
【取得できるコンビニ】
セブン－イレブン、ファミリーマート、ポ
プラ、ミニストップ、ローソン等
※（１）
（２）の戸籍関係証明の取り扱いは平
日の午前９時から午後５時まで。

一人ずつ横断歩道を渡る練習をしました

園となり、今では子ども

マイナンバーカード利用コーナー
（区役
所１階）
やコンビニでも取得できます

きる公園を目指していま

道路標識の意味をみんなで確認

てきました。

土日祝日を含む午前９時から
午後８時まで住民票の写しなど
が取得できます。
手続きには、印鑑（申請の際
に本人の署名があれば不要）
、窓口に来る人
の本人確認書類（運転免許証など）
を持参して
ください。代理人が申請する場合は委任状も
必要です。また、印鑑登録証明書の請求には
印鑑登録証が必要です。
※戸籍関係証明の取り扱いは平日の午前９
時から午後５時15分まで。
i天神証明サービスコーナー（市役所１階
情報プラザ内）a733-5222 f733-5224

段から安全に道路を通行

道路標識の形に似ている魚を釣る園児

えていきます。小さい頃

天神証明サービスコーナー（市役所1階）

確認すると思います」「子

就職や転勤に伴う手続きのため、区役所の
窓口が混雑します。住民票の写し、印鑑登録
証明書、戸籍関係の証明書などは、次の場所
でも取得できます。

右を確認し、大きく手を

3月・4月は区役所の窓口が混雑します

イベントではトランポリンが登場す
ることも

区市民課、保険年金課、福祉・介護保険課、子育て支援課の窓口を臨時開庁します。
【時間】
午前10時～午後2時 i区市民課 a718-1020 f733-4840

令和２（2020）年２月 15 日

総務課
d、l、i など文中で使用している記号の説明は、本紙 14 面を参照してください。

乳幼児の「養育里親」を募集します

中央区には７つの消防分団
（春吉・高宮・警
固・大名・簀子・当仁・草ヶ江）
があり、消火・
水防活動の他、防災パトロールや高齢者宅の
防火訪問などを行っています。団員は自営業
者、会社員、学生などさまざまで、女性も活
躍しています。消防団活動で地域に貢献しま
せんか。t18 ～ 65歳までの区内
に住むか通勤・通学する人。分団
長による面接があります。
i中央消防署警備課消防係
a762-0119 f762-0129

お知らせ

保健
だより

団員募集中

消

スマホはこち
らから

健診専用サイト
「けんしん
ナビ」をご存じですか。
集団健診の日程や健診が受けられる医
療機関を検索できます。また、各区保健
福祉センターで実施しているよかドック
健診、各種がん検診(大腸がん、乳がん等)
などの予約がいつでもスマホやパソコン
から申し込めるようになりました。
詳細はホームページ
（「けんしんナビ」で検
索）でご確認ください。
予約申し込みは各健
診日の10日前
（土・日曜・祝休日を除く）
までに行ってください。予約なしでの当
日受診はできません。※医療機関での受
診予約は直接医療機関へ。
併せて下記
「保
健だより」の「健（検）診」欄をご覧くださ
い。
i区健康課 a761-7340 f734-1690

中央消防団

「養育里親」募集のチラシ

よかろーもん

インターネットで
健診の予約ができるよ

こども家庭相談窓口
子育てや児童虐待など、子どもや家庭に関
する相談を受け付けています。▷子どもとの
関わり方を相談したい▷ひとり親家庭への支
援について知りたい▷近所で子どもの激しい
泣き声が聞こえる─など、悩ん
でいることや気になることがあ
れば気軽にご相談ください。
i区子育て支援課
a718-1106 f771-4955

「養育里親」
とは、さま
ざまな事情で親と暮らせ
なくなった子どもを自分
の家庭に迎え、一定期間
子どもを養育する人のこ
とをいいます。
乳幼児の心身の成長に
とって、特定の大人と過ごす温かい家庭での
生活はたとえ数日であっても大切です。
数日～数カ月程度、乳幼児を自宅に迎えて
養育する里親を募集しています。詳細はお問
い合わせください。※本事業は市の委託事業
です。
i特定非営利活動法人キーアセット福岡オ
フィス a406-6351 f406-6352

中央区フェイスブック
区からのお知らせやイベント、地域の見ど
ころなど
「旬」
の情報を公開してい
ます。
「情報発信中央区」
で検索す
るか右のコードからアクセスを。
i区総務課 a718-1013 f714-2141

【問い合わせ・申込先】
①予約センター a0120-985-902 ②健康づくり係 a761-7340 ③母子保健係 a761-7338 ④精神保健福祉係 a761-7339
⑥地域保健福祉係 a718-1111 f① 0120-931-869、②〜⑥ 734-1690
⑤エイズダイヤル a712-8391
※市県民税非課税世帯や満70歳以上の人は健(検）診の料金が免除（証明書必要）。 ※料金の記載のないものは無料
場所の記載のないものは中央区保健福祉センター ( 中央保健所・舞鶴二丁目
あいれふ内 ) で実施。

健
（検）
診・検査・相談等
内容

実施日
２月

３月

b＝受付時間
g＝実施時間

予
約

対象･料金･その他
t国民健康保険証によかドック受診番号が
記載されている人y500円

よかドック（特定健診）

t40歳以上y600円

乳がん

ty40歳代1,300円､ 50歳以上1,000円
※受診は２年度に１回

－

2㈪

※予約 は10営業
日前までです。予
約受付時間 は 平
日9：00～17：00。

t20歳以上y400円 ※受診は２年度に１回

母子巡回健康相談
予約不要。乳幼児の身体測定、健康相談。
j 母子健康手帳
①

大腸がん

b8:30〜10:30

要

がん検診

健（検）診

胃がん（胃透視）

子宮頸（けい）がん

t40歳以上y500円
【胸部エックス線撮影】ty40歳～ 64歳
500円、65歳以上無料
【喀痰（かくたん）細胞診検査】t喫煙
者など一定の条件に該当する50歳以上
y700円

肺がん・結核検診

骨粗しょう症検査

t40歳以上y500円
18㈫

17㈫

b9:00〜11:00

－

t20歳以上で過去に検査を受けたことが
ない人

栄養相談

21㈮

11㈬
18㈬

b9:30〜11:30

要

管理栄養士による食事のバランス、離乳
②
食などの個別相談。

離乳食教室

17㈪

23㈪

g13:30〜15:00 －

離乳食の進め方の講習｡ 試食あり。乳児
の同伴可。

母子（赤ちゃん）何で
も相談

17㈪

23㈪

b13:30〜15:15 －

助産師による妊娠､ 出産､ 育児などの相
談｡ 体重測定 j母子健康手帳

マタニティースクール

21㈮
28㈮

13㈮
27㈮

妊娠､ 出産､ 育児についての講義と実技
g13:30〜15:30 －
t妊婦とその家族

－

12㈭

g10:00〜11:00

20㈭

19㈭

g14:00〜15:30

検査・相談

Ｂ･Ｃ型肝炎ウイルス
検査

心の健康相談

エイズ即日検査

福岡市健康づくり
イメージキャラクター
よかろーもん

i
e

毎週火曜日
（祝日は除く）
－

8㈰

g9:00〜10:30

要 精神科医による相談。

要

匿名検査。結果説明は採血からおおむね
１時間後。

c先着50人。 匿名検査。 結果説明は採
g14:00〜15:00 －
血からおおむね１時間後。

場所

実施日

小笹公民館

2/18㈫

草ヶ江公民館

2/20㈭

当仁公民館

3/26㈭

平尾公民館

3/27㈮

警固公民館

3/30㈪

受付時間

13:30～14:00 ⑥

保健所レター
３/１㈰～７㈯は
子ども予防接種週間

③

④

⑤

i

４月から小学校１年生になる子ども
で、まだ麻しん（はしか）・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。
必要な予防接種を受け、
病気を未然に防ぎましょう。
【問い合わせ先】
中央区健康課
a761-7340 f734-1690

