
i区企画振興課 a895-7006 f885-0467
今年度の西区の主な取り組み

｢子どもから高齢者までが、安全で安心して暮らせるまち｣を目指します

保健
だより

【問い合わせ・申込先】　　　※新型コロナウイルス感染症対策のため、健(検)診等、検査・相談等が中止になる場合があります。
①集団健診予約センター a0120-985-902 f0120-931-869（平日の9:00〜17:00、８/13〜８/15を除く）　②健康づくり係 a895-7073
③母子保健係 a895-7055　④精神保健福祉係 a895-7074　⑤医薬務係 a895-7072　⑥地域保健福祉課 a895-7080　
f891-9894（②〜⑥共通）
※場所の記載のないものは保健福祉センター（保健所・内浜一丁目４-７）で実施します。 

※要予約健（検）診等

内　容 実施日 b＝受付時間
g＝実施時間

予
約 対象・その他 e

i７月 ８月
エイズ・クラミジア抗体検
査

６㈪
20㈪

３㈪
17㈪ b９:00〜11:00 － 匿名検査（心配な出来事から３カ月た

って受けてください）。

②

梅毒検査 ６㈪
20㈪

３㈪
17㈪ b９:00〜11:00 － 匿名で検査可。

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検
査 20㈪ 17㈪ b９:00〜11:00 － t20歳以上で過去に受診したことが

ない人。

栄養相談 13㈪
30㈭

５㈬
26㈬ g13:00〜16:00 要 乳幼児や高齢者、肥満、高血圧、脂質

異常症の人の食事などの相談。 

離乳食教室 27㈪ 24㈪ g10:30〜11:20
g13:30〜14:20 要

離乳食の進め方の紹介。乳児も同伴
可。要予約。

マタニティスクール 20㈪
27㈪

３㈪
17㈪ b13:00〜13:30 要

妊娠・出産・育児について学ぶ教室。
t妊婦とその家族j母子健康手帳
c各回10組。要予約。

③

心の健康相談 － 12㈬ g９:30〜11:30 要 精神科医が相談に応じます。c各回３
人。必ず電話で予約を。 ④15㈬ 19㈬ g13:30〜15:30

場所 実施日 受付時間 i

木の葉モール橋本 ９/10㈭
10:00〜12:00

⑤

13:00〜16:00

金武公民館
９/11㈮

９:30〜11:30

西福岡病院 13:30〜16:00

下山門公民館 ９/18㈮ ９:30〜12:00

※予約不要校区献血検査・相談等

　応募は各部１人１点。入賞作品は、区ホーム
ページで発表します。
　①絵画の部　対象は、区内に住む小学生。
テーマは「楽しかったこと、お気に入りの風
景」。画用紙は四つ切りで画材は自由です。
　②習字の部　対象は、区内に住む小中学生。
課題は下表の通り。用紙は習字用半紙。作品の
左端に学校名、学年、氏名を記入。
学年 課題 書体 学年 課題 書体
小１ なつ

楷書

中１ 克己
楷書

または
行書

小２ せみ
小３ うみの日 中２ 誠心小４ 夏まつり
小５ 星ふる夜 中３ 明鏡止水小６ 星の世界
　ei作品の裏面に鉛筆で、住所、氏名（ふり
がな）、電話番号、①は作品の題名、学校名、学
年を書いて、９月４日㈮必着で区企画振興課

（〒819-8501住所不要 a895-7032 f885-
0467）へ郵送を。

青少年作品コンクール

　令和２年度の｢福祉乗車券｣(障がい者手
帳等を持っている人に交付)については、新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
受付・交付を郵送で行います。詳しくは本紙
６面をご覧ください。【注意】区役所窓口、
西部出張所での交付は行いま
せんのでご注意ください。
　i区福祉・介護保険課 a895-
7064 f881-5874

福祉乗車券の交付申請

◆さいとぴあ健診・・・８月４日㈫、９月10日㈭
◆よかドック（特定健診）、骨粗しょう症検査、がん検診…８月６日㈭、９月２日㈬、15日
㈫、30日㈬　※９/30は無料託児付き健診。健（検）診は①、託児は②へ申し込みを。

医療機関やさいとぴあでの特定健診（よかドッ
ク）の受診を勧め、受診率向上に取り組みます。
　◆地域における子育て支援の充実
　「里親って？カフェ」や出前講座などを開催
し、住民一人一人の里親への関心を高め、里親
登録につなげます。さらに、保育園や幼稚園、
学校、病院などの機関と
連携し、子育て家庭への
支援や地域における見守
りを充実します。

　◆地域の活性化
　地域づくりに関心がある人向けの講座「ま
ち・ひとカレッジNISHI」や「環境サポーター
養成講座」を通じて、地域の担い手の育成を進
めます。また、市街化調整区域の魅力を発信し
たり、規制緩和の情報を提供したりすること
で、人口減少や高齢化など地域の課題への取
り組みを支援します。
　◆九州大学との連携
　大学の研究室や学生、留学生と地域をつな
ぎ、地域の抱える課題解決に向け支援します。
　◆一人一花運動の推進
　市民や企業がつくる「パートナー花壇」など
をホームページやフェイスブック「ぷらり　
にしく」で広報し、市民の関心を高め、花によ
る共創のまちづくりを進めます。

　◆感染症への対策
　新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐた
め、適切な情報提供や相談対応などを行いま
す。多くの市民が集まる事業については、収束
状況により、防止策を取ったうえで実施します。
　また、ノロウイルス感染症の予防と対策を
分かりやすく解説したリーフレットを作成
し、保育施設や保護者へ周知します。
　◆災害への備えの充実
　校区防災計画の実効性が高まるよう改定を
支援します。災害時に手助けが必要な市民に
は、地域での日常の見守りや避難時の支援体制
づくりを進めます。また、新型コロナウイルス
感染症に対応した避難所運営に取り組みます。
　◆地域の防犯、交通安全
　全庁用車を青パトに登
録し、外勤で移動中に地
域や子どもを見守る「な
がら防犯」を行います。

　◆地域包括ケアの推進
　認知症をテーマとした「わがまちサミット」
の開催など、高齢者が住み慣れた地域で暮らし
続けるための支え合い・助け合いの仕組みづく
りを推進します。また、生活習慣病予防のため、

安全安心のまちづくり

誰もが住み良いまちづくり

学年 課題 書体 学年 課題 書体
小１ なつ

楷書

中１ 克己
楷書

または
行書

小２ せみ
小３ うみの日 中２ 誠心小４ 夏まつり
小５ 星ふる夜 中３ 明鏡止水小６ 星の世界

　※健（検）診等の詳しい内
容は、ホームページ（「けんし
んナビ」で検索）をご参照く
ださい。 けんしんナビ

はこちら

場所 実施日 受付時間 i

下山門公民館 ７/22㈬ 13:30〜14:00 ⑥
　※当日、発熱など体調不良の人は参加をご遠
慮ください。母子巡回健康相談は子ども1人に
つき保護者1人参加（保護者はマスク着用）。

j母子健康手帳母子巡回健康相談

７月１日から、レジ袋の有料化が始まっています。普段からマイバッグなどを持ち歩く習慣を身に付け、資源を節約
しましょう。i区生活環境課 a895－7053 f882-2137レジ袋削減にご協力を

コミュニティと地域の魅力を活かすまちづくり

12企画振興課　TEL 895-7007　FAX 885-0467

d＝日時、開催日、期間　l＝場所　t＝対象　c＝定員　y＝料金、費用　e＝申し込み　i＝問い合わせ　a＝電話　f＝ファクス　m＝メール　b＝受付時間　j＝持参

令和２（2020）年 ７月15日

人　口 212,221人 （前月比42人増）  男101,662人 女110,559人
世帯数 95,122世帯 （前月比49世帯増） ※令和２年６月１日現在推計

西区役所 代表電話 TEL 881-2131
   〒819-8501  西区内浜一丁目4-1

西部出張所 代表電話 TEL 806-0004
   〒819-0367  西区西都二丁目１-1

【公式】インスタグラム

 @f_nishistagram
【公式】フェイスブック
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