
 
 新たに「西区の宝」 ２件を認定 

　西区まるごと博物館推進会は、区内の自然、
歴史、文化、活動団体などのさまざまな魅力を

「西区の宝」として認定し、守り育てていく事
業を行っています。
　今年度は下表の２件が新たに認定・登録さ
れ、西区の宝は157件になりました。詳細は区
ホームページ（「西区の宝」で検索）で紹介して
います。

区　分 名　称
活動団体
（歴史） 国史跡吉武高木遺跡保存会

活動団体
（自然）

室見川シロウオ産卵場造成プロ
ジェクト（福岡大学工学部水工学
研究室＆学生ボランティア団体

「水と緑の楽校」）

「国史跡吉武高木遺跡保存会」を紹介します
　約2,200年前の日本最古の王墓や弥生時代
最大級の大型建物が発見され、国史跡に指定
された吉武高木遺跡「やよいの風公園」の管理
や美化に加え、集客のための花づくり活動、開
花に合わせたイベントの開催など、史跡の公
開普及活動に取り組んでいます。

　i区企画振興課 a895-7032 f885-0467

窓口業務内容 年末 年始

区分 担当窓口 連絡先 まで から
区役所（総務課） ※１ a895-7003 28日㈪ ４日㈪

埋火葬許可の受け付け 市民課 a895-7010
休みなし

夜間・休日の問い合わせ 総務課 a895-7003
緊急を要する保護の相談

（土日祝日を除く） 保護課 a895-7083 31日㈭ ４日㈪

区保健福祉センター（保健所） a895-7071 28日㈪ ４日㈪
飲料水水質検査の受け付け ※２

健康課 a895-7071 16日㈬ ６日㈬
腸内細菌検査の受け付け ※２

さ
い
と
ぴ
あ

西部出張所（庶務係） ※１ a806-0004 28日㈪ ４日㈪
埋火葬許可の受け付け 市民係 a806-9431

休みなし
夜間・休日の問い合わせ 庶務係 a806-0004

西部地域交流センター a807-8900
27日㈰

４日㈪
西部図書館 a807-8802 ５日㈫

水
道
局

お客さまセンター（引っ越しの届け出等）a532-1010
f533-7370 28日㈪ ４日㈪

　★道路管の漏水など緊急を要する場合は、営業時間外緊急電話受付セン
ター（a0120-290-432）へ。

西市民センター a891-7021
27日㈰

４日㈪
西図書館 a884-3874

５日㈫
西体育館 a882-5144

西部療育センター a883-7161 28日㈪ ４日㈪
西障がい者フレンドホーム a883-7017 27日㈰ ５日㈫

姪浜自転車保管所 a881-8848 28日㈪ ４日㈪
自転車駐輪場（区内６カ所） 無休

※１  戸籍の届け出（出生、婚姻など）は、年末年始や土日祝日でも預かり
ま す。詳 し く は 区 市 民 課（a895-7010）、西 部 出 張 所 市 民 係

（a806-9431）へ。
※２  受け付けは正午まで。飲料水水質検査のビル管理項目・任意項目は

12月９日㈬正午まで。

年末年始の窓口案内
　年末年始はごみの持ち出し日などが次の通り変わります。
■燃えるごみ
　12月31日㈭〜１月３日㈰は持ち出しができません。
通常の持ち出し日 年内最終 年始開始
月・木曜日の地域 12月28日㈪ １月４日㈪
火・金曜日の地域 12月29日㈫ １月５日㈫
日・水曜日の地域 12月30日㈬ １月６日㈬

■燃えないごみ、空きびん・ペットボトル
　第１日曜の持ち出し地域のみ変更。
通常の持ち出し日 出せない日 振替日
第１日曜日の地域 １月３日㈰ → 12月30日㈬

■粗大ごみ
　12月29日㈫〜１月３日㈰は受け付けと収集を休みます。
　ei粗大ごみ受付センター（a731-1153 f731-1195 月〜土
曜日の午前９時〜午後５時） ※インターネット（「福岡
市粗大ごみインターネット受付」で検索）、LINE（アカ
ウント名＝福岡市粗大ごみ受付）でも受け付けます。 
※右のコードから友だち追加できます。
■し尿のくみ取り
　１月１日（金・祝）〜１月３日㈰は休みます。年内の臨時くみ取りは
12月28日㈪までにふくおか環境財団（a752-7860 午前８時半〜
午後５時15分）へ申し込みを。
■資源物回収ボックス（西区役所、西部出張所）
　12月29日㈫〜１月３日㈰は持ち込みができません。
■犬猫等の死体収集
　１月１日（金・祝）〜３日㈰は休み　i井ノ口商会 a671-3895

◆　　　　　　◆
　ごみ出し日をメールでお知らせしています。市ホー
ムページ（「福岡市ごみ出し日メール通知サービス」で
検索）で登録を。福岡市LINE（ライン）公式アカウント
によるお知らせも行っています。 ※右のコードから友
だち追加できます。
　i ▽区生活環境課 a895-7050 f882-2137 ▽西部出張所市民
相談係 a806-9430 f806-6811

ごみの持ち出し日などのお知らせ

12/25 26 27 28 29 30 31
金 土 日 月 火 水 木

1/ 1 2 3 4 5 6 7 8
金・祝 土 日 月 火 水 木 金

わらアートの修理 コスモス祭り

太郎丸神社の落ちない鈴
　太郎丸二丁目にあ
る太郎丸神社＝右写
真＝は、平成28年２
月２日に不審火によ
り全焼しました。そ
の時、社殿の鈴は焼け落ちることなく、残っ
た梁（はり）にぶら下がっていた
ことから「落ちない鈴」と呼ばれ
ています。
　神社総代長の木戸利信さんは

「鈴磨きの会が発足し、九州大学
の学生たちも手伝ってくれてい
ます。鈴磨きは自分磨きにつながります。毎
週土曜の午前９時から開いているので、気
軽に参加しませんか」と話してくれました。

輝く鈴

子どもに関する悩み
気軽にご相談ください

育児に悩んでいませんか。近所に気になる子どもはいませんか。迷わずご相談ください。
i ▽区子育て支援課 a895-7098 f881-5874 ▽こども総合相談センター（えがお館） a833-3000

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 12月15日

人　口 212,211人 （前月比48人減）  男101,665人 女110,546人
世帯数 95,228世帯 （前月比21世帯減） ※令和２年９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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保健
だより

【問い合わせ・申込先】
①集団健診予約センター a0120-985-902 f0120-931-869 （受付は12/29 〜 1/3を除く平日の９:00 〜 17:00）
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。 ※料金の記載のないものは無料。

内　容 実施日
b＝受付時間 予

約対象・料金・その他（令和３年３月31日までに対象年齢になる人は誕生日前でも受診できます）e
i１月 ２月 ３月

　　 さいとぴあ健診 － ３㈬ ２㈫ b９:30〜11:30 要 下記のよかドック、がん検診と同じ内容をさいとぴあ（西都二丁目１－１）で実施。 申
し
込
み
は
①
、問
い
合
わ
せ
は
②

　　 よかドック（特定健診）

19㈫
29㈮

４㈭
18㈭ ３㈬ b８:30〜10:30 要

t40〜74歳の市国民健康保険被保険者y500円j保険証、よかドック受診券

骨粗しょう症検査 t40歳以上y500円

がん検診

胃 が ん、子宮頸
（けい）がん、乳が
ん、大腸がん

【胃がん】t40歳以上y600円 【子宮頸（けい）がん】２年度に１回受診可 t20歳以上y400
円 【乳がん】２年度に１回受診可t40歳以上y40歳代1,300円、50歳以上1,000円 【大腸
がん】t40歳以上y500円

肺がん t40〜64歳y500円 喫煙者など一定の条件に該当する50歳以上で喀痰（か
くたん）細胞診検査の希望者は別途700円結核・肺がん t65歳以上

※要予約健（検）診等

検査・相談等
内　容 実施日 b＝受付時間

g＝実施時間
予
約 対象・料金・その他 e

i12月 １月 ２月
エイズ・クラミジア抗体検査 21㈪ ４㈪

18㈪
１㈪
15㈪ b９:00〜11:00 － 匿名検査（心配な出来事から３カ月

たって受診してください）

②

梅毒検査 21㈪ ４㈪
18㈪

１㈪
15㈪ b９:00〜11:00 － 匿名で検査可。

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査 21㈪ 18㈪ 15㈪ 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 16㈬ 13㈬
28㈭

２㈫
25㈭ 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 l西保健所 21㈪ 25㈪ 22㈪ g10:30〜11:20
要 離乳食の進め方やメニューの紹介。

試食あり。乳児も同伴可。g13:30〜14:20
lさいとぴあ － ８㈮ 26㈮ g13:50〜15:00

マタニティスクール 21㈪ 18㈪
25㈪

８㈪
15㈪
22㈪

b13:00〜13:30 要
妊娠・出産・育児について学ぶ教室。
先着10組t妊婦とその家族j母子
健康手帳

③

心の健康相談 － 13㈬ 10㈬ 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

④

16㈬ 20㈬ 17㈬ g13:30〜15:30

精神保健家族講座 16㈬ 27㈬ 25㈭ g13:30〜15:30 要

12月テーマ「障害年金について」
１月テーマ「日常生活自立支援事業、
成年後見事業」
２月テーマ「当事者からのメッセー
ジ、家族会について、家族交流会」

※健（検）診等は70歳以上と市県民税非課税世帯の人などは料金が免除されます（証明書が必要）。
※健（検）診等の予約は、実施日より土日祝日と12/29〜１/３を除く10日前までに①集団健診予約センターへ。

場所 実施日 受付時間 i

元岡公民館 １/21㈭ 13:30〜14:15 ⑥

j母子健康手帳母子巡回健康相談

　来年３月ごろまで、空調設備の更新工事を
実施します。期間中は、作業音の発生や、暖房
運転の停止（代替として石油ファンヒーター
を設置）、駐車場内への工事車両の出入りな
ど、区役所をご利用の際にご迷惑をお掛けし
ます。ご理解とご協力をお願いします。
　i区総務課 a895-7105 f882-2137

区役所空調設備工事について
　初めて母親になった人のための教室です。
　d１月22日㈮午前10時〜正午l区保健福
祉センター（保健所）講堂t今年10月〜11月
生まれの子ども（第１子）とその保護者c先着
16組y無料ei電話かファクスで区地域保
健 福 祉 課（a895-7080 f891-9894）へ。
要予約。12月18日㈮午前９時半から受け付
け。

ほやほやママの子育て教室

　多くの人に里親について知ってもらい、里
親を増やしていくための活動です。親の病気
などの理由で少しの間親と離れて暮らす子ど
もが、自分の校区で暮らし続けられるよう、短
期の「里親」を募集しています。毎月開催して
いる「里親って？カフェ」で、里親について話
をしませんか。
　dl下表の通りy無料ei電話で、ＳＯＳ
子どもの村ＪＡＰＡＮ（a737-8656 f737- 
8665）へ。
開催日（来年） 時間 場所

１月29日㈮ 10:00〜12:00 区役所大会議室Ｂ

２月25日㈭ 13:30〜15:30 区役所大会議室Ａ

３月18日㈭ 13:30〜15:30 区役所大会議室Ａ

みんなで里親プロジェクト　福岡アジア美術館学芸員の山木裕子氏が、
アジア美術作品の楽しみ方などを話します。
　d来年１月24日㈰午後１時半〜３時lさ
いとぴあc先着で15人y無料ei西部図書
館（a807-8802 f807-8884）へ電話するか
窓口へ。12月15日㈫午前10時から受け付け。

福岡アジア美術館を知ろう

　300本のキャンドルが西市民センターを彩
ります。
　d12月19日㈯〜25日㈮午後５時〜８時（雨
天中止）li西市民センター a891-7021 
f891-0503y無料e不要

キャンドルナイトを見に行こう

まつ毛エクステをする前に
〜店舗選びのポイント〜

　近年、まつ毛エクステン
ションによるアレルギー症
状（目の充血、まぶたの腫れ）
や結膜炎、角膜炎などの相談
が増えています。まつ毛エク
ステを行う店舗には、保健所の確認を受ける
ことが義務付けられています。また、施術者全
員が美容師免許を持つことが条件とされてい
ます。
　※市の条例によ
り、保健所の検査確
認番号と美容師の氏
名・免許番号を店内
の見える場所に掲示
することが義務付け
られています。

《施術前に確認しましょう》
□  施術する店舗は保健所の確認を受けてい

るか
□  施術担当者は美容師免許を持っているか
□  事前にカウンセリング、パッチテストがあ

るか
□  ピンセットなどの使用器具の消毒、交換は

されているか
　i区衛生課 a895-7094 f891-9894

　新型コロナウイルス対策のため、一部行
事等が中止・延期となる場合があります。事
前に各問い合わせ先へご確認ください。

場所 実施日 受付時間 i

ＪＡ福岡市元岡支店 ２/５㈮ 10:00〜12:30
13:30〜16:00

⑤視力障害センター ３/８㈪ ９:30〜11:30
シーサイド病院 13:30〜16:00
イオンマリナタウ
ン店西側駐車場 ３/13㈯ 10:00〜12:00

13:00〜16:00

※予約不要校区献血

　健診の実施状況
は、「けんしんナビ」
＝右コード＝
でご確認
ください。

けんしんナビで
予約できます

店内の掲示例

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 h＝ホームページ j＝持参令和２（2020）年12月15日


