
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３（2021）年４月１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 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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　生後91日以上の犬は、生涯１回の登録と毎
年度１回の注射が法律で義務付けられていま
す。区内では下表の日程で犬の登録と狂犬病
予防注射を行います。手数料は登録が3,000
円、注射が3,200円です。市内の登録・注射会
場の日程などは、市動物愛護管理センターの
ホームページ（「わんにゃんよかネット」で検
索）で確認できます。
　i東 部 動 物 愛 護 管 理 セ ン タ ー a691-
0131 f691-0132
　●一般会場
日程 時間 会場

４月14日㈬ 13:30〜14:00 千里公民館
14:30〜14:45 周船寺中公園

15日㈭ 13:30〜14:00 今津南公園
14:30〜15:00 横浜南公園

16日㈮ 13:30〜13:45 桑原公民館
14:15〜14:30 元岡八坂神社

19日㈪ 13:30〜14:00 JA福岡市
今宿上青木

14:30〜15:00 三菱電機体育館

20日㈫ 13:30〜14:00 小田公民館
14:30〜14:45 大原集会所前

21日㈬ 13:30〜14:00 泉公園
14:30〜15:00 元岡公民館

22日㈭ 13:30〜13:45 西岡公民館
14:15〜14:30 北崎公民館

23日㈮ 13:30〜14:15 生松台中公園
26日㈪ 14:00〜14:30 能古公民館
27日㈫ 13:30〜14:15 愛宕浜公民館
28日㈬ 14:30〜15:00 吉武公園

　●動物病院会場（時間はすべて13:30〜14:30）
日程 会場 住所

４月19日㈪ シャノワール
動物病院 姪の浜６-１-５20日㈫

21日㈬ ドリトル
動物病院 野方２-２-2122日㈭

26日㈪ あぶらぎ
動物病院 福重１-１-1827日㈫

５月10日㈪ マリーナ
動物病院 小戸４-22-1611日㈫

14日㈮ うりゅう
動物病院 北原１-６-1815日㈯

16日㈰ 宇賀ペット
クリニック 徳永北８-１

犬の登録と狂犬病予防注射

　地下鉄室見駅〜姪浜を散策します。
　d５月８日㈯午前10時〜午後２時半 ※小
雨決行l愛宕山、探題塚など。地下鉄室見駅地
下１階改札口付近集合t市内に住む人（小学
３ 年 生 以 下 は 保 護 者 同 伴）c抽 選 で20人
y300円eiはがき、ファクスまたはメール
にイベント名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号を書いて、４月22日㈭必着で西区まる
ごと博物館推進会事務局（〒819-8501住所
不要、区企画振興課内 a895-7032 f885-
0467 mshinko.event24@city.fukuoka.
lg.jp）へ。抽選結果は４月30日㈮までに発送。

自然観察入門 in 愛宕山

　d４月26日㈪午前10時〜正
午l区保健福祉センター（保健
所）t今年１〜２月生まれの子
ども（第１子）とその保護者c抽
選で16組y無料ei電話かホー
ムページの申込みフォーム（「西区　ほやほや
ママ」で検索）で区地域保健福祉課（a895-
7080 f891-9894）へ。４月12日㈪までに
申し込み。

ほやほやママの子育て教室

　新型コロナウイルス感染拡大防止対策の
ため、イベント参加時はマスクの着用をお
願いします。また、一部行事等が中止・延期
となる場合がありますので、事前に各問い
合わせ先へご確認ください。

　４月４日㈰の午前10時から午後２時ま
で、区市民課、保険年金課、福祉・介護保険
課、子育て支援課、西部出張所の窓口を開庁
します。

臨時開庁日をご利用ください

納期限までに納めましょう。
市税の納付は便利な口座振替にしませんか。 i区納税課 a895-7014 

f883-8565固定資産税・都市計画税第１期の納期限は４月30日㈮です市 税
ＮＥＷＳ

　●健診ガイドをご活用く
ださい
　健診の受診方法などを記
載した「西区版健診ガイド

（令和３年度保存版）」を今
号の市政だよりと一緒に配
布しています。
　●年に一度はよかドック受診を
　市国民健康保険（市国保）は、生活習慣病予
防のために40〜74歳を対象に特定健診（よ
かドック）を実施しています。
　よかドックは、実施医療機関や区保健福祉
センター（保健所）、さいとぴあで行っており、
500円の自己負担で１万円程度の検査が受け
られます。受診の際は、保険証とよかドック受
診券をご持参ください。病気の治療を受けて
いる人でも受診できます。
　市国保以外の保険に加入している人の健診
については、お持ちの健康保険証に記載され
ている保険者にお問い合わせください。
　●がん検診も忘れずに！
　加入保険に関係なく、職場などで検診を受

ける機会のない人を対象に、胃・大腸・肺・乳・
子宮頸（けい）・前立腺がんの検診を実施して
います。 ※前立腺がんは10月、２月のみ。
　年齢や受診場所によって検診内容が異なり
ます。詳しくは健診ガイドをご覧ください。
　iがん検診に関すること＝区健康課 a895-
7073 f891-9894
　●予約方法
　健（検）診は予約制です。区保健福祉セン
ター（保健所）、さいとぴあでの受診は、受診日
の10日前までに（土日・祝休日を除く）集団健
診予約センター（a0120-985-902 f0120-
931-869）へ予約してください（午前９時〜
午後５時）。ホームページ（「けんしんナビ」で
検索）からも予約できます。実施医療機関で受
診する場合は、各医療機関へ直接予約してく
ださい。
　i▷よかドックに関すること＝よかドック
ご案内センター a711-4826　▷WEB予約
に関すること＝福岡市健診WEB予約セン
ター a0120-802-820　▷よかドック受診
券に関すること＝a0120-025-718

よかドック・がん検診を受けましょう

　i区選挙管理委員会事務局 
a895-7105 f882-2137
　●投票所の変更
　下記は投票所が変わります。

町名 旧投票所 新投票所

今津 今津
公民館

今津小学校
講堂

大字飯氏（１番地から
906番地までを除く）、
大字宇田川原、大字千
里、周船寺一丁目（１番、
13番22号から29号
までを除く）

周船寺
小学校

留守家庭
子ども会室

周船寺
小学校
講堂

　●期日前投票の期間にご注意ください
　投票日に仕事や用事がある人は、右記の場
所で期日前投票ができます。 ※県知事選挙と
県議会議員補欠選挙では期日前投票の期間が
異なります。

　【福岡県知事選挙】
期日前投票所 投票ができる期間
西区役所３階
大会議室Ａ・Ｂ ３月26日㈮〜４月10日㈯

８:30〜20:00西部出張所
２階202会議室

市役所
１階市民ロビー

４月３日㈯〜10日㈯
10:00〜19:00

　【福岡県議会議員補欠選挙】
期日前投票所 投票ができる期間
西区役所３階
大会議室Ａ・Ｂ ４月３日㈯〜10日㈯

８:30〜20:00西部出張所
２階202会議室

市役所
１階市民ロビー

４月３日㈯〜10日㈯
10:00〜19:00

　●西体育館の利用時間の変更
　開票所になるため、下記の日時は利用できま
せん。i西体育館 a882-5144 f882-5244
日程 競技場 その他の施設

４月11日㈰ 終日 17:00〜
４月12日㈪ ９:00〜15:00 通常通り利用可

４月11日㈰は
福岡県知事選挙および

福岡県議会議員補欠選挙の投票日
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