
早良区役所
区の総合的連絡調整、庁舎管理、災害対策、交通安全、防犯、統計調査、選挙、契約区の総務・選挙管理委員会

税・選挙・地域支援

地域振興・広報・広聴

住民票
戸籍

住民票・戸籍

健康保険
年金

障がい者
高齢者

地域支援・各種団体

税

道路・下水道

道路

ごみ・自転車・環境衛生
市民相談

子ども

保健福祉

区の総合計画・基本計画の推進、地域振興イベントの開催、広報、広聴
校区支援、公民館支援、日赤、青少年健全育成、スポーツ振興、男女共同参画等

市税の納付、納付相談 
市税に係る証明書交付
原付バイクの手続、軽自動車税の課税
個人市民税の申告、課税

道路・橋りょうの整備、カーブミラー・道路照明灯等の交通安全施設整備、防犯灯費用助成
道路、公園、下水道等の維持補修、占・使用許可、境界確認協議

就学案内、住居表示設定、自動車臨時運行許可、ご遺族サポート窓口 

国民年金の相談
国民健康保険・後期高齢者医療保険料の納付相談

こども・家庭相談（家庭児童相談室）

生活保護 生活保護の相談・申請

身体障がい者・知的障がい者の福祉、身体障害者手帳、療育手帳、福祉乗車券
高齢者の福祉、高齢者乗車券
介護保険料、介護保険の給付

家庭ごみの相談、ごみ減量、放置自転車、環境衛生相談
市政相談、法律相談（週１回）、司法書士相談（月１回）

転出・転入・区内の転居の届出、戸籍（婚姻・出生など）の届出、印鑑登録
住民票・戸籍謄抄本・印鑑証明などの受付
マイナンバーカード（個人番号カード）
国民健康保険・後期高齢者医療の加入・脱退の届出、限度額認定証の申請、
はりきゅう受療証、子ども・障がい者・ひとり親家庭等医療証の申請

国民健康保険・後期高齢者の高額療養費の手続き
子ども・障がい者・ひとり親家庭等医療費の払い戻し申請

民生委員・児童委員との連絡、高齢者の総合相談、高齢者の権利擁護、
地域保健福祉活動（校区担当保健師）

2階

1・2階

2階

1階

1階

生涯学習・人権教育 生涯学習の推進、人権教育・啓発の推進

27
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土地・家屋の評価、固定資産税・都市計画税の課税24
32
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階 分　類 窓口 業 務 内 容

☆窓口受付時間　8時45分～17時15分　　 電話番号案内　☎841-2131 
☆閉庁日　土・日曜日、祝日、年末年始　　　〒814-8501 早良区百道2-1-1  FAX 833-4388

早良区役所別館 ☆窓口受付時間　8時45分～17時15分
☆閉庁日　土・日曜日、祝日、年末年始 〒814-0006 早良区百道2-1-36   FAX 831-5744 

入部出張所 ☆窓口受付時間　8時45分～17時15分 （6の福祉サービスについては10時～16時）   
☆閉庁日　土・日曜日、祝日、年末年始 　〒811-1102 早良区東入部2-14-8    FAX 803-0924
☆入部出張所では、申請内容やお住まいの住所によって取り扱いできない手続きがあります。

子どもプラザ ☆開館時間  10時～16時　☆休館日  下記に加えて年末年始

いきいきセンターふくおか（地域包括支援センター）

 ◆早良区役所ホームページ ◆早良区フェイスブック「早良区情報玉手箱」

☆開館時間  9時～17時
☆閉館日  日・月曜日、祝日、年末年始   

早良市民センター 〒814-0006 早良区百道2-2-1  FAX 831-2355 

電話番号 担 当 課 名
833-4303
833-4412
833-4416
833-4400
833-4317

833-4318

833-4320
833-4326
833-4333
833-4336
833-4340
833-4308

833-4311

833-4323
833-4322

833-4371

833-4372

833-4357
児童手当、児童扶養手当、保育施設等利用手続き 833-4354

833-4353
833-4352
833-4355

833-4361

833-4366

総 務 課
企 画 課
地 域 支 援 課
生 涯 学 習 推 進 課
納 税 課

課 税 課

地 域 整 備 課
維 持 管 理 課
生 活 環 境 課
市 民 相 談 室

保 護 課

市民センター

ー

早良図書館

道路の維持補修 804-2455 道路下水道維持第2係

市税に係る証明

早良第1
早良第2
早良第3
早良第4
早良第5
早良第6

早良区高取2-17-31 コスモ藤崎
早良区原3-9-25 萩ビル1階
早良区小田部2-10-10 プラトウ小田部1階
早良区次郎丸1-1-57 ビレッジ城月1階
早良区原6-28-9 デイライト山田1階
早良区東入部6-17-1

☆担当校区　高取、室見
☆担当校区　大原、小田部、原、原北
☆担当校区　有住、原西
☆担当校区　有田、賀茂
☆担当校区　飯倉、飯倉中央、飯原
☆担当校区　入部、四箇田

電話　846-8011

電話 845-8835
電話 831-2321

電話　834-7796

西南子どもプラザ
次郎丸中子どもプラザ

早良区西新3-1３-1 （西南学院百年館 2階）
早良区次郎丸6-3-1 （市立次郎丸中学校内）

☆休館日　毎週日曜、毎月第1月曜、12月25日
☆休館日　毎週土曜、毎月最終金曜

電話　846-9207
電話　862-3752

電話　832-8433
電話　874-2711
電話　852-3011
電話　804-8411

早良第7 早良区早良6-2-19 ☆担当校区　内野、早良、脇山、曲渕 電話　834-8721
早良第8 早良区西新4-9-38 第1山口ビル3階 ☆担当校区　西新、百道、百道浜 電話　834-2325
早良第9 早良区野芥１-７-１ ルミナス１階 ☆担当校区　田隈、田村、野芥 電話　863-8011

804-2011 庶務係・地域支援係市政相談、選挙、校区支援、日赤など
住民票、戸籍謄抄本、印鑑証明など
転出・転入・区内の転居の届出、戸籍（婚姻・出生など）の届出、印鑑登録、マイナンバーカードなど

健康保険・年金
福祉

5
6

国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金、医療費助成など
介護保険、高齢者・障がい者の福祉サービスなど

804-2014

市 民 係804-2015

保 険 ・ 福 祉 係

健康
環境衛生・食品衛生・医薬務

特定健診、がん検診、結核・感染症、難病、母子保健、栄養、精神保健福祉 
くらしの衛生、食の安全、医薬務 

2階
ー
ー

早良保健所 ☆窓口受付時間　8時45分～17時15分   
☆閉庁日　土・日曜日、祝日、年末年始　〒814-0006 早良区百道1-18-18    FAX 822-5733 

851-6659
851-6602

健 康 課
衛 生 課

いきいきセンターふくおかは、
高齢者の健康・福祉・介護などについての相談窓口です。

子どもプラザは、乳幼児親子がいつでも利用でき、
子育てに関する相談や情報交換ができる子育て支援の場です。

市民センターでは、自主的な学びの場、仲間が集まり活動できる場、
学習成果の発表の場として、ホール、会議室等を利用できます。

市 民 課

保 険 年 金 課

子 育 て 支 援 課

福祉・介護保険課

地 域 保 健 福 祉 課

令和4年度

令和4年5月　福岡市早良区役所

早良区の運営方針と主要事業

☆利用時間：9時～21時（ホールは～22時）　☆休館日：毎月最終週の月曜日（その日が休日のときは翌平日）、年末年始
☆利用時間：10時～18時 ☆休館日：毎週月曜日（休日のときは翌平日）、毎月の末日（土・日・月・休日のときは翌平日）、年末年始

●健寿社会の実現に向けて、認知症予防
や当事者の方々への支援、特定健診受診
率の向上等、地域での自主的な取組みを
目指し支援します。

●地域や医療・介護の専門家
等と共創した早良区版地域
包括ケアを推進していきま
す。

●地域での子育て支援の充実や虐待防止
に取り組むなど、子育てしやすい環境づ
くりを推進します。

支えあい健やかに
暮らせるまちづくり

お互いが支え合い安心して暮らせるまち

安心・共創
○地域の自助・共助による地域防災力の強化
○安心して子どもを産み育てることができる環境づくり
○高齢者を地域との共創で支える取組みの推進
○人生１００年時代に備えた、市民の主体的な健康づくり

早良区の特性を生かした魅力あるまち

にぎわい・交流
○豊かな自然と地域の歴史や美しい街並みなどを観光資
源として磨き、区内外へ魅力を伝える情報発信力の強化
○郷土の歴史や伝統文化、脊振山系や室見川などの豊かな
自然の次世代への継承

地域の魅力を生かしたまち

北部・中部・南部の魅力
○地域の回遊性を高め、地域一体となった活力とにぎわい
のある拠点の形成
○文化・スポーツ活動や市民交流が広がり、市民の自律した
コミュニティがあるまちづくり
○地域の魅力を生かした、人々が集う憩いのまちづくり

●災害発生時における「自助・共助の重要
性」について市民の理解を深める啓発に
努め、地域防災力の向上を図ります。

●安全安心な道路空間の整備維持のた
め、巡回パトロールを実施し、損傷箇所
の早期発見・補修に努めます。

●持続可能な地域コミュニティづくりのた
め、コミュニティ活動への市民参加を促し
て、地域の活性化を進めます。

●「サザエさん通り」を生かしたまちづくり
を学校・企業・地域と共創するなど、地域
の魅力あるまちづくりを推進します。

●地域や企業と連携して、早良区南部地
域の魅力発信や、地域のイベントを支援
し、交流人口の拡大を図ります。

●市民・学校・企業等との共創によ
る｢一人一花｣運動を推進し、彩り
のあるまちづくりに寄与します。

信頼される区役所

サービス向上・信頼
○迅速・丁寧でミスのない窓口サービスの実施
○案内表示の改善など、わかりやすく利用しやすい庁舎環
境の整備
○地域情報の積極的発信と市民とのコミュニケーションの
充実

安全安心で
快適なまちづくり

共創による
まちづくり

令和４年度はぬくもりのある市民サービスなどによる「地域とともに歩むまちづくり」を
進めるため、３つのテーマを軸に重点的に取り組んでいきます



地域の魅力を生かしたまち

活力とにぎわいのあるまち

｢サザエさん通り｣を生かしたまちづくり

1

●地域活性化のため、学校・商店街・地域等と連携し、「サザエさん通
り」を生かしたまちづくりを推進します。

●長谷川町子さん生誕百年記念事業として制作した銅像を含むパブ
リックアートのウォークラリーを実施します。

信頼される区役所

●お客様案内員を配置し、来庁者をスムーズに案内するほか、インタ
―ネットで窓口の待ち人数をお知らせします。

●「ご遺族サポート窓口」の充実を図り、市民に寄り添った対応を行
います。

●市政だよりや、市・区ホームページ、フェイスブック｢早良区情報玉
手箱｣で、タイムリーに区役所の情報や地域の魅力を発信します。

●区庁舎１階フロアで、令和２・３年度に引き続き地域産材
を活用した窓口カウンターの木質化を実施し、木のぬく
もりのある空間を創出します。

●広聴懇談会「こんにちは区長です」などで地域の課題について意
見を交わし、「共創」による区政を推進します。

●小中学生に税の意義や役割を正しく理解してもらうため、｢租税教
室｣を開催します。

●スマート行政（AI、RPAの活用）等による、市民サービスの
向上を図るとともに、オンラインや郵送可能な行政手続
きについて積極的に広報周知を行います。

●マイナンバーカード申請出張サポートを全公民館で実施します。

拡充

拡充

豊かな自然を生かした市民の憩いのまち2
早良みなみ元気応援事業
●地元との交流が生まれる活動を支
援し、早良区南部のにぎわいづくり
を進めます。

●早良区南部の地域、早良商工会、JA
等との連携により、マルシェやイル
ミネーションを開催します。

脊振自然遺産事業
●周辺自治体や関係団体と
連携・協力しながら、脊振
山系の豊かな自然を活かしたイベ
ント等を実施し、自然体験の促進
や地域活性化を図ります。

●関係団体等と連携し、脊振山系の
豊かな自然を次世代に伝えるため
の登山や清掃活動等の事業を支援
します。

●SNS等を活用し、脊振山系の魅力
発信を充実させます。

サザエさん、カツオくん、
ワカメちゃん像

サザエさん通り
ウォークラリー

早良みなみマルシェ

脊振山系登山

※上記事業については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止を含め変更となる場合がございます ※上記事業については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止を含め変更となる場合がございます

お互いが支え合い安心して暮らせるまち

安全安心なまちづくり

災害に強いまちづくり

1

●校区や各種団体等と連携し、それぞれのニーズに応じた地域と行
政が共働した「防災講座・訓練」を実施します。

●避難行動要支援者名簿の活用に向けた説明会を実施する
など、共助による避難行動支援を促進します。

●数年度に分けて簡易ベッドなどの資機材を配備し、避難所設備の
充実を図ります。

●広く防災知識の普及啓発を図るため、防災フェスタを開催
します。

子育てしやすいまちづくり

子育て世代包括支援センターの充実

2

●関係機関が連携して妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援
を実施します。

安全で快適な生活環境づくり5

●道路の段差解消や点字ブロックの整備など、バリアフリーの｢みち
づくり｣を推進します。

●家庭ごみの減量・資源化を推進するため、地域での集団回収等の
支援を行います。

さわらっ子育て応援事業
●発達が気になる子どもとその保護者のための子育てサロン「もち
もち」を運営します。

●児童虐待の発見・支援のための研
修や、子どもが様々な暴力から自分
の心とからだを守る「子どもへの暴
力防止プログラム（CAP）」を行い
ます。

●子育て情報マップやさわらっ子育
て応援ホームページによる子育て
情報を充実させます。　

子どもプラザの運営
●乳幼児とその親がいつでも利用で
きる遊びと交流の場として、｢西南
子どもプラザ｣、｢次郎丸中子どもプ
ラザ｣を運営します。

子育て支援コンシェルジュ
●保護者からの相談を受け、ニーズに合った教育・保育サービス等の
情報提供や助言を行います。

校区安全・安心まちづくりの推進
●ニーズを校区単位で把握し、ニーズに合わせた支援を実施します。

例：防犯講座、校区マップの更新支援、防犯活動に必要な物資の支援 等

駐輪マナーの向上と自転車の安全利用
●街頭指導員を配置し、駐輪場への誘
導や放置に対する指導を行います。

●自転車のモラル・マナーの向上を推
進し、自転車事故の減少に取り組み
ます。

助け合い訓練（入部校区）

駐輪マナーの街頭指導

小学校での防災講座（内野小）

早良区の特性を生かした魅力あるまち

歴史・文化や豊かな自然を守り生かすまちづくり

室見川水系一斉清掃

1

●市民と共働で室見川水系の一
斉清掃に取り組みます。地域と共働でつくる

“誰もが参画し、活躍できる”まちづくり

地域コミュニティ活動の活性化

4

●校区間の取組みや成果などについて、区ホームページやSNS等を
活用して情報発信するとともに、様々な主体との共創の取組みを
促進します。

●新型コロナウイルスへの感染を予防しながら、安全に地域活動が
実施できるよう、適切な支援を行います。

●「地域広報アドバイザー」を新たに配置し、チラシ、ブログ、
SNS等の媒体を活用した情報発信の支援を行います。

地域資源を観光資源として磨き、
交流が生まれる魅力あるまちづくり

｢さわらの秋｣
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●早良区の秋の自然や地域の魅力、イベントを広く、情報発信するこ
とにより、地域及び地域経済の活性化を図ります。

地域包括ケアシステムの推進
●地域で活躍する医療や介護の専門家等と共働し、公民館等を拠点
として「地域包括ケア関連講座」を実施します。

●口からはじまる体の衰え（オーラル
フレイル）の予防や、在宅医療の啓
発に取り組みます。

●「認知症サポーター養成講座」を実
施し、認知症の人とその家族の応援
者を増やします。また、認知症初期
集中支援チームによる支援も行い
ます。

「よかトレ実践ステーション」身近なところで介護予防
●地域で高齢者が主体的に介護
予防に取り組む団体の創設や
継続活動を支援するととも
に、｢よかトレ実践ステーショ
ン｣として市が認定し、介護予
防ツールの提供や講師の派
遣、サポーター養成などを行
います。

シニアのための智恵袋
●定年後の新たなステージに役立つ情報を｢シ
ニアのための智恵袋（情報誌）｣で発信します。

健康なまちづくり

地域における感染症対策

3

●幅広い年代の市民に対して、基本的感染症対策継続の啓発
活動を行うとともに、医療施設・高齢者施設に対して新型
コロナウイルス感染症対策の研修会の実施や啓発活動を
行います。

よかドック（特定健診・特定保健指導）
●国民健康保険加入の40～74歳の方を対象に、１万円相当の健診
が500円で受けられます。また、今年度中に満40歳・50歳になる
方は無料で受診できます。

特定健診受診推進事業
●受診者が少ない時期に特定健診に合わせて血管年齢測定
（無料）を実施します。また、ともてらす早良での受診者数
の増加に取り組みます。

早良区ウォーキング推進事業
●早良区ウォーキングマップを活用し、市民の健康づくりを応援します。

男女共同参画の推進
●各校区の男女共同参画協議会の活動を支援します。

人権が尊重されるまちづくり
●各種機関・団体と連携して、人権教育・啓発を推進します。

食の安全と健康で快適なくらしの推進
●食中毒などの健康被害を未然に防ぐため、関係施設の監視指導
や、衛生面に関する啓発を推進します。

食育推進事業
●サザエさんや早良区にちなんだ
テーマで健康づくりに役立つレ
シピを公募して作成した｢サザエ
さん通り食育レシピ集｣を、各年代
に応じた食育推進に活用します。

定年後を賢く生きるための
智恵がいっぱいです

サザエさん一家をイメージしたレシピ集

よかトレ実践ステーション

｢さわらの秋｣
マスコット

さわ☆ラッキー

「さわらの秋」
早良区の秋の魅力を
満喫できる情報誌

サツマイモ掘り体験

子どもへの暴力防止プログラム（CAP）の様子

子どもプラザの様子
（次郎丸中子どもプラザ）

オーラルフレイルリーフレット

早良区の主要事業

拡充

拡充

拡充

新規

新規

新規
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