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区の人口 252,613 人（前月比 191 人減） （男 121,732 人

女 130,881 人）
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博多の魅力

世帯数 154,974 世帯（前月比 74 世帯減） （令和３年11月１日現在推計）
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予約期間

県条例では、県民の皆

開設日時

人は、飲酒の量や時間を

公民館

a４１２・０１１０

区内の公民館で、マイナンバーカードの申
請受け付けや申請用写真の撮影を行います。
公民館で申請すると、カードは後日、自宅
に郵送で届きます。
詳しくは市ホームページ（「マイナンバー
カード申請出張サポート」で検索）にも掲載
しています。
dl下表の通りy無料t区内に住む人（お
住まいの校区以外でも申し込み可）
【予約・問い合わせ先】
市マイナンバーカード申請予約センター
a050 - 3538 - 2830 f050 - 3538 - 3158
（午前９時〜午後６時）

が高い意識を持って行動

区役所に行かずに公民館で
マイナンバーカードの申請ができます

さんが飲酒運転を目撃し

大型絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシ
アター、手遊びなどをします＝写真。
d12月11日㈯午後２時〜２時半lさざん
ぴあ博多（南本町二丁目）
i博多南図書館 a
502-8580 f502-8579c先着50人t一人
でお話が聞け
る幼児〜小学
校低学年y無
料e12月１日
㈬から電話か
同図書館窓口
で申し込み。

考えましょう。

博多南図書館
ふゆのおはなし会

しましょう。

※感染症対策のため中止する
ことがあります。

飲
酒
運
転

「絶対しない させない 許さない そして見逃さない」

d ＝日時、開催日、期間 l ＝場所 i ＝問い合わせ a ＝電話 f ＝ファクス t ＝対象 c ＝定員 y ＝料金、費用 n ＝託児 e ＝申し込み j ＝持参 m ＝メール h ＝ホームページ

高齢者乗車券の申請はお済みですか
度もICカードを申請した人には、交付決定通
令和３年度分の高齢者乗車券の交付申請を
知書を送ります。届いたら令和２年度のIC
受け付けています（今年７月〜来年９月の間
カードに地下鉄券売機やポイントチャージ専
に年１回交付）
。来年１月以降に申請すると
用機でチャージしてご利用ください。※IC
交付額が減ります。まだ申請が済んでいない
カードは今後も使うので、大切に保管してく
人は、郵送かオンラインで手続きを。
ださい（紛失した場合は再発行に500円かか
【対象】
市内に住民登録をしている満70歳以上で、 ります）。
▷それ以外の人には、申請した乗車券を簡
今年度の介護保険料の所得段階が１〜７の
易書留で送ります。
人。今年度70歳になる人は誕生日の前日か
【申請期間と交付額】
ら申請できます。
【申請方法】
所得段階
１〜５
６・７
申請月
①高齢者乗車券郵送センター（〒812 8623住所不要）に申請書を郵送。※申請書
令和３年７〜12月 12,000円 8,000円
は同センターに請求するか、市ホームページ
令和４年１〜３月
9,000円 6,000円
（
「福岡市 高齢者乗車券」で検索）でもダウ
ンロードできます。
令和４年４〜６月
6,000円 4,000円
②市ホームページ（
「福岡市 ネットで手続
令和４年７〜９月
3,000円 2,000円
き」で検索）から申請。
【申請後の流れ】
【申請・問い合わせ先】
▷令和２年度のIC
高齢者乗車券郵送受付センター（平日午前
カ ー ド＝ 右 写 真＝ を
９ 時〜 午 後 ５ 時）a 0 1 2 0 - 5 0 2 - 6 3 3 f
持っていて、令和３年
0120-880-219

令和３年中に区内で５件の死亡事故が発生しています。
いずれもバイクや自転車に乗車中の事故です。
バイクなどに乗る時はルー
i博多警察署 a412-0110
ルやマナーを守り、
もし事故に遭っても体を守れるようヘルメットやプロテクターを着用しましょう。

