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266,661 人（＋34）

男123,388人 女143,273人

130,242 世帯（−43）

令和４年２月１日現在推計（前月比）

藤井　明日花さん
（小学２年生）作
※年齢・学年は応募時
のものです

区の広報担当キャラクター
「ため蔵」くん

　応募方法は区ホーム
ページを見てね。

〒815-8501 南区塩原三丁目25-1　
窓口受付時間：午前８時45分～午後５時15分

（土日・祝休日・年末年始を除く）　

すてきな似顔絵
ありがとう♪

　125cc以下のバイクを持っている人が市
外へ転出するときは、区課税課で廃車手続き
を行い、新住所地で登録手続きをしてくださ
い。市内の他区へ引っ越す場合は、新住所地
での登録手続きのみ必要です。
 ※区内で引っ越す場合は手続き不要。

〈手続きに必要な物〉
　・ナンバープレート
　・車台番号が分かるもの
　i区課税課 a559-5031 f511-3652

お知
らせ

引っ越しに伴うバイクの
手続きをお忘れなく

　平日よりも混雑しない臨時開庁日をぜひご
利用ください。
　d午前10時〜午後２時
〈南区役所混雑予想カレンダー〉

日 月 火 水 木 金 土
13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 4/1 2

臨時開庁

3 4 5 6 7 8 9

臨時開庁

〈臨時開庁する窓口〉
業務内容 開設窓口 問い合わせ先

転 出・ 転 入、 転
校など 市民課 a559-5022

f511-8560
国民健康保険な
ど 保険年金課

a559-5152
f561-3444

国民年金 a559-5155
f561-3444

身体障害者手帳
など 福祉・介護

保険課

a559-5121
f512-8811

介護保険など a559-5125
f512-8811

児童手当など 子育て支援
課

a559-5123
f559-5149

　※他市町村への確認が必要な場合など、受
け付けできないこともありますので事前にお
問い合わせください。
　　　　　　◇　　　　　　◇
　区役所の窓口は、午前中が特に混雑します。
時間に余裕をもってお越しください。
　引っ越しオンライン予約サービスを利用す
ると、区役所窓口（平日）・証明サービスコー
ナー（土・日曜日）での待ち時間を短縮でき
るほか、「ウェルカメラネット」では窓口の
待ち人数を確認できます。詳しくは本紙２面
をご参照ください。

大混雑
ピーク

大混雑 混雑 やや混雑

　次の方法で手続きが可能です（詳細は本紙
２面を参照）。
○オンライン
　スマートフォン等で転出届の提
出ができます。※手続きにはマイナ
ンバーカードが必要です。
○郵送
　区市民課（〒815-8501　住所不
要）に次の書類を送付してください。
　・ 市外転出届（郵送用）※市ホー

ムページ（「福岡市　転出届」で検索）
からダウンロード

　・ 本人確認書類（運転免許証・健康保険証
等）の写し

　・ 返信用封筒（返送先住所・氏名を記入し、
84円切手を貼付したもの）

　i区市民課 a559-5022 f511-8560

◆転出届の提出
　定期収集の市指定袋に入らない
粗大ごみは、次の方法で事前に収
集を依頼してください（いずれも
有料）。
○ＬＩＮＥ
　右コードから市公式アカウント
を友だちに追加し、回収の１週間程
度前までに申し込んでください。
○電話
　粗大ごみ受付センター（a731-1153）
に電話で依頼してください。急ぐときは、自
己搬入ごみ事前受付センター（a 433-
8234）に予約をして持ち込むか、市事業用
環境協会（a432-0123）に回収を依頼し
てください。
　※エアコン、テレビ等のリサイクル法対象
品目は、市の処理施設で受け入れていません。
買い替え時の引き取りか、最寄りのベスト電
器またはヤマダデンキに引き取り等を相談し
てください（リサイクル料金等が別途必要）。
　i区生活環境課 a559-5374 f561-5360

◆引っ越しごみ（粗大ごみ）の収集依頼

　住民票、印鑑、戸籍等の証明書は、
区役所以外の下記の場所でも取得で
きます。詳細は本紙２面または市
ホームページ（「福岡市　証明書取
得」で検索）でご確認ください。
・コンビニ等 ※マイナンバーカードが必要
・証明サービスコーナー（天神、博多駅、千早）
・区内の下記郵便局
　▷大池（大池一丁目）▷柏原（柏原四丁目）
　▷桧原（大平寺一丁目）▷老司（老司二丁目）

◆各種証明書の取得

【子ども医療証の申請】
　〈対象〉健康保険に加入していて、
出生・市外からの転入により、福岡
市で初めてこども医療証の申請をす
る中学３年生までの子どもがいる人
　〈必要なもの〉子どもの保険証データ（写真）
【国民健康保険の脱退届出】
　〈対象〉国民健康保険に加入して
いて、就職などにより勤務先の健康
保険に加入した人
　〈必要なもの〉撮影またはスキャンした次
のもの
　・国保世帯主の顔写真付き本人確認書類
　・勤務先の新しい健康保険証
　【問い合わせ先】
　区保険年金課 a559-5152 f561-3444

●対象手続きは順次拡大
　市は、スマートフォン等で簡単に利用でき
る「新電子申請システム」をスタートし、行
政手続きのオンライン化を進めています。
　詳細は、市ホームページ（「福岡
市　ネットで手続き」で検索）をご
覧ください。
〈オンライン化済みの手続き〉
・住民票の写しの交付申請
・税務証明書の交付申請
・高齢者乗車券の交付申請
・福祉乗車券等の交付申請
・市税還付金口座振込依頼書の提出
・市民税・県民税の申告　　など
　※本人確認のためマイナンバーカードが必
要な手続きがあります。

混雑を避けて待ち時間を短縮できる便利なサービスと引っ越し手続きの進め方を紹介します。

区役所に行く場合は
臨時開庁日を利用しましょう

３／27日
４／３日

区役所に行かずに手続きしましょう

スムーズな引っ越し手続きのポイントを紹介
３月・４月は区役所が大変混み合います

スマホは
こちらから

スマホは
こちらから

スマホは
こちらから

スマホは
こちらから

スマホは
こちらから

友だち追加
はこちらから

　引っ越しの４営業日前までに下
記お客さまセンター（a532-
1010）へ連絡してください。３
営業日前までならインターネット
での手続きも可能です。
　詳しくは市ホームページ（「福岡
市　水道料金　ネット」で検索）で
ご確認ください。

〈電話受付〉平日午前８時45分〜午後５時半、
土曜午前９時〜午後５時

〈臨時受付〉３月20日㈰、27日㈰午前９時
〜午後５時
　i市水道局お客さまセンター
　a532-1010 f533-7370

◆水道の使用中止・開始手続き

スマホは
こちらから

　　まだまだあります
オンラインでできる行政手続き
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TEL 559‐5017   FAX 562‐3824 令和４（2022）年３月15日

保健福祉センター

だより

【問い合わせ・申込先】※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため中止・延期になる場合があります
①予約センター a0120-985-902 f0120-931-869 ②健康課健康・感染症対策係 a559-5116
③健康課母子保健係 a559-5119 ④健康課精神保健福祉係 a559-5118 ②～④共通 f541-9914
⑤地域保健福祉課 a559-5133 f512-8811

種　類
実 施 日 b＝受付時間

g＝実施時間
予
約

対象者・料金・場所等
費用の記載がないものは無料、場所の記載のないものは保健福祉センターで実施

i
e３月 ４月 ５月

よかドック（特定健診）

― 22 ２、13 b８:30〜10:30

要 t40〜74歳の市国民健康保険被保険者y500円j国民健康保険証、受診券
e
→
①
・
i
→
②

が
ん
検
診

胃がん（胃透視）、大腸がん
子宮頸（けい）がん、乳がん

要

【胃がん】t40〜69歳y600円 【大腸がん】t40歳以上y500円
【子宮頸がん】t20歳以上y400円【乳がん】t40歳以上女性y40歳代1,300円、
50歳以上は1,000円

肺がん・結核 ty40〜64歳500円、65歳以上無料。喀痰（かくたん）細胞診検査は別途700
円 ※喫煙者など一定の条件に該当する50歳以上のハイリスクの人

骨粗しょう症検査 要 t40歳以上y500円 ※骨粗しょう症で治療中または経過観察中の人を除く
栄養相談 29 未定 未定 g10:00〜14:45 要 乳幼児や高齢者、生活習慣病予防などの食生活についての個別相談

②
離乳食教室 18 未定 未定 g13:00〜15:00 要 t生後４〜６カ月の赤ちゃんとその保護者
離乳食相談 16 未定 未定 g10:00〜14:45 要 離乳食についての個別相談
肝炎検査（Ｂ型・Ｃ型） ― 未定 未定 g９:00〜11:00 － t20歳以上で検査を受けたことがない人
エイズ・クラミジア・梅毒検査 ― 未定 未定 g９:00〜11:00 － 匿名での検査
マタニティ個別相談 28 ６ 10 g13:30〜15:00 要 t市内に住む妊婦 ③

心の健康相談
23 27 25 g９:30〜11:00

要 精神科医が対応
④― 14 12 g13:30〜15:30

精神保健家族講座 18 未定 未定 g13:30〜15:30 － ３/18「家族交流会」t心の病を抱える人とその支援者
発達が気になる子どもと親の
ためのサロン「みなみん」 ー 13 18 g10:00〜11:30 要 t市内に住む、発達が気になるまたは発達障がいのある就学前の子どもとその保

護者 ⑤

※予約センターへの予約（9:00〜17:00）は、健（検）診の10日前（土・日曜・祝休日を除く）までにしてください。予約なしの当日受診はできません。
※胃がん検診は前日午後９時以降の飲食はできません。70歳以上の人はバリウムの誤嚥（ごえん）や、透視台からの転倒等のリスクがあるため内視鏡検査をお勧めします。
※子宮頸がん、乳がん検診は２年度に１回受診可（令和２年４月以降の受診者は利用できません）。
※70歳以上および市県民税非課税世帯等の人は料金が免除されます（証明書等が必要）。詳しくは②健康課健康・感染症対策係へお問い合わせを。

　３月27日㈰から４月30日㈯ま
で、桧原桜賞記念イベント「さく
らマルシェ」をオンラインで開催
します。
　桧原桜賞受賞作品の紹介やステージパ
フォーマンス、このイベントに合わせて発売
される期間限定スイーツの情報など、ここだ
けのコンテンツに出会えるマルシェへ、ぜひ
ご来場ください。

オンライン
開催

　福岡県警察では、区内に住
む65歳以上で、固定電話を
使用している人を対象に、迷
惑電話防止機能付き電話機

「まっ太フォン」の無料貸し
出しを行っています。
　着信拒否や事前警告、注意喚起、自動録音
の各機能でニセ電話詐欺を未然に防ぎます。
※貸出数には限りがあります。
　e下記問い合わせ先に電話
　【問い合わせ先】
　南警察署生活安全課 a542-0110

お知
らせ

無料で貸し出しています
まっ太フォン

まっ太くん

　桧原桜の開花時
期に合わせて、桧
原桜公園近くの西
花畑小学校（桧原
二丁目）北側空き
地＝右地図＝に、
臨時駐車場（28台収容）と仮設トイレを設
置します。

〈設置期間〉３月19日㈯〜４月３日㈰
〈開設時間〉午前９時〜午後６時
　【問い合わせ先】
　区企画振興課 a559-5064 f562-3824

桧原桜観賞の際は
臨時駐車場をご利用ください

桧原桜公園

臨時駐車場

福岡外環状道路

西花畑小

　平成17年３月20日に発生した福岡県西
方沖地震の記憶を風化させないために、市
はこの日を「市民防災の日」
と定めています。地震から命
を守るために注意すべきポイ
ントを、区総務課職員の岡田
さん=右写真=が紹介します。
●まずは自分の身を守る
　揺れを感じたら、慌てて
外へ飛び出さず、落下物・
転倒物に備えてテーブルな
どの下に隠れるか、雑誌や
クッションなどを活用して
身を守りましょう。
●火災を防ぐ
　揺れが収まったらガス
を元栓から締めます。ま
た、停電解消後の火災を
防ぐため、避難する際に
は必ずブレーカーを落と
しましょう。

●出口を確保しましょう
　ドアが開かなくなり、
避難できなくなる恐れが
あります。出口を必ず開
け、避難口を確保してお
きましょう。
●地震発生前からの備えが肝心
　家具類には突っ張り
棒等を付けて転倒を防
ぎましょう。寝室には
倒れてくるものをなる
べく置かないようにし
ましょう。
　　　　　　◇　　　　　◇
　地震から命を守るための対策は他にもあ
ります。市ホームページ（「福岡
市　地震　10か条」で検索）を
確認し、いざというときのために
命を守る行動について考えてみま
しょう。
　i区総務課 a559-5063 f561-2130

スマホは
こちらから

地震から命を守るポイントを紹介３月20日は
「市民防災の日」

　イベントの詳細は順次発表しま
す。区ホームページ（「桧原桜賞トッ
プ」で検索）で確認を。
　　　　　　 　　　　　　
　桧原桜は、昭和59年、
住民の短歌をきっかけ
に伐採を免れました。
詳しいエピソードは区
ホームページ（「福岡市
南区　桧原桜」で検索）
をご覧ください。
　i桧原桜賞実行委員会事務局（区企画振興
課内）a559-5064 f562-3824

多
く
の
人
の

思
い
が
詰
ま
っ
た
桧
原
桜

スマホは
こちらから

イベントコンテンツ（一部）
さくらスイーツマルシェ

　イベント期間限定の特別な
スイーツや、割引などの特典
を提供する店舗を紹介します。
さくらステージ

　詩吟と柏陵高校書道部のパ
フォーマンスによる短歌紹
介、春吉中学校太鼓部の演奏
のほか、寺田蝶美氏＝右写真
＝による筑前琵琶の演奏など
を動画配信します。
桧原桜クイズ

　正解者には抽選でプレゼントがあります。

おうちで楽しむ桜イベント
さくらマルシェ


