
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４（2022）年３月15日

人　口 212,145人	 （前月比12人減）  男100,757人 女111,388人
世帯数 96,915世帯	（前月比42世帯増）	※令和４年２月１日現在推計

西区役所 代表電話 a881-2131
〒819-8501  西区内浜一丁目4-1

西部出張所 a806-0004
〒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

 ぷらり にしく
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　区全体の地図や史跡、地域のイベント情報が
掲載されている「西区おでかけマップ」=右写真
=、能古島の自然と歴史を堪能できるスポット
を紹介している「能古時間」、乳幼児のお子さん
がいるご家庭向けの「西区子育て情報マップ」
などを紹介しています。

　これらのマップは、区役所などで
も配布しています。
　散策や家族でのおでかけの際に
ご利用ください。

　区ホームページでは、区の魅力を紹介しています。下記のページ以外にも、イベントや参加者募集のお知
らせなど、最新の情報も掲載していますのでご覧ください。
　i区企画振興課 a895-7007 f885-0467

耳寄りな情報が満載！
ホームページで
西区の情報をご覧ください

　西区の伝統ある歴史や美しい自
然、伝統行事、地域で活動する団体を
登録した「西区の宝」を合計158件紹
介しています。
　 ３ 月 上 旬 の ホ ー ム ペ ー ジ の リ
ニューアルにより、関連するイベン

ト情報や宝の内容が見や
すくなりました。
　皆さんの身近にある

「西区の宝」をこの機会に
お訪ねください。

西区のみどころ、おでかけ情報マップ

スマホは
こちらから

スマホは
こちらから

●住民票の異動
　【市外へ引っ越しする場合】
　引っ越しする日までに、下記のいずれかの
方法で転出の届け出をし、転出後は14日以内
に新住所地へ転入の届け出を行ってください。

オンライン（２月からの新サービス）
　マイナンバーカード（※）を

持っている人はスマートフォン等
で転出の届け出ができます。なお、
転出証明は発行されないため、新
住所地への届け出時はマイナンバーカードを
持参してください。詳細は市ホームページ

（「福岡市オンライン転出届」で検索）で確認を。
　（※）有効な署名用電子証明書と暗証番号

（６〜16桁の英数字）が必要。
郵送
　次の書類を区市民課または出張所に郵

送してください。転出証明書は、市内で住民登
録があった住所または新住所へ区役所から郵
送します。
　▷市外転出届（郵送用） 市ホームページ

（「転出届の郵送サービス」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
証など）の写し▷返信用封筒

窓口
　待ち時間を少なくするた

めに「引っ越し手続きのオンライ
ン予約サービス」（市ホームページ

「福岡市引越オンライン」で検索）
をご利用ください。来庁希望日の５営業日前
まで申し込みできます。
　原則として本人か世帯主に限り届け出がで
きます。j本人確認書類かマイナンバーカー
ド。代理人が届ける場合は、委任状と代理人の
本人確認書類も必要です。
　【市内間で引っ越しする場合】
　転居後14日以内に新住所地の区役所に転
入の届け出を。転出の手続きは不要です。

●混雑状況と呼び出し状況が確認できます
　市民課と保険年金課窓口の待ち
人数を確認できます。
　市民課窓口での手続きが完了
し、呼び出しをされている人の受
付番号も確認できます。
　混雑を避けた来庁や待ち時間の有効活用に
ご利用ください。
　詳細は区ホームページ（「福岡市西区　ウェ
ルカメラネット」で検索）で確認を。
●証明書発行のみであれば、区役所以外でも
受け取れます
　住民票の写しや印鑑登録証明
書、戸籍の諸証明が受け取れます。
詳細は市ホームページ（「福岡市証
明書取得」で検索）で確認を。
①コンビニエンスストア等
　区役所窓口より50円安く取得できます。
　j暗証番号登録済みマイナンバーカード
　▷住民票の写し・印鑑登録証明書
　b毎日午前６時半〜午後11時
　▷戸籍関係証明書
　b平日午前９時〜午後５時
②郵便局
　申請者本人の証明に限り取得可。
　西区は福岡壱岐・福岡能古・玄界島・北崎・周
船寺・元岡の６カ所です。
　▷住民票の写し・印鑑登録証明書
　▷戸籍関係証明書
　b平日午前９時〜午後５時
③証明サービスコーナー
　天神（ia733-5222 f733-5224）
　博多駅（ia432-5353 f481-5380）
　千早（ia674-3983 f674-3974）
　▷住民票の写し・印鑑登録証明書
　b毎日午前９時〜午後８時
　▷戸籍関係証明書
　b平日午前９時〜午後５時15分

引っ越しごみ
　通常のごみ出し日に出せない引っ越しごみ
は、下記の方法で出してください。（いずれも
有料、事前申し込み要）
①粗大ごみとして出す
　回収まで１週間ほどかかります。
収集の申し込みはLINE（ライン）で
も受け付けています。
　ei粗大ごみ受付センター
　a731-1153 f731-1195
②自分で処理施設に持ち込む
　ei自己搬入ごみ事前受付センター
　a433-8234
③市の許可業者に依頼する
　ei市事業用環境協会
　a432-0123 f432-0124
　▷記事についての問い合わせ
i区生活環境課 a895-7050 f882-2137
　西 部 出 張 所 a806-9430 f806-6811

水道
　引っ越し日の４日前（土日祝

日を除く）までにお客さまセンター
へ連絡を。インターネット（「福岡市
水道局」で検索）では引っ越し日の３
日前まで（土日祝日を除く）まで受付。
i水道局お客さまセンター
a532-1010 f533-7370
b平日＝午前８時45分〜午後５時半
　土曜＝午前９時〜午後５時
　※３月20日㈰、27日㈰は午前９時〜午後
５時まで受付。

スマホは
こちらから

LINE受付は
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

　午前10時〜午後２時まで、区役所の市民
課、保険年金課、福祉・介護保険課、子育て支
援課と西部出張所の窓口で、引っ越しに関
する各種手続きとマイナンバーカードの受
け取りができます。平日よりも混雑せず、待
ち時間が短時間で済みます。
◆区役所には、公共交通機関で

　３月・４月は来庁者が多く、駐車場が大変
混雑しますので公共交通機関のご利用をお
願いします。

◆３/27㈰、４/３㈰は臨時開庁引っ越しの際は手続きをお忘れなく

西区の宝

　３〜４月は窓口が混雑します。便利なオンラインや郵送での手続き、引っ越し手続きのオンラ
イン予約サービスなどをご利用ください。
　i▷区市民課 a895-7010 f883-2940　▷西部出張所 a806-9431 f806-6811



令和４（2022）年３月15日 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

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 （受付は平日９:00〜17:00）
②健康・感染症対策係 a895-7073　③母子保健係 a895-7055　④精神保健福祉係 a895-7074
⑤企画管理係 a895-7071　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。 料金の記載のないものは無料。

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

i３月 ４月

エイズ・クラミジア抗体検査

－ 18㈪ 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 匿名で検査可。

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査 t20歳以上で過去に受検したこと
がない市民

栄養相談 24㈭ 11㈪
25㈪

b13:00〜
b14:00〜

要

管理栄養士による食事のバランス、
離乳食などの個別相談。

離乳食教室 28㈪ 25㈪ g10:30〜11:20
g13:30〜14:20

離乳食の進め方の紹介。乳児の同伴
可。試食はなしt生後４〜６カ月頃
の乳児の保護者

マタニティ個別相談 － 11㈪
25㈪

b①13:30〜
b②14:00〜
b③14:30〜

t妊婦とその家族c各回１組。
30分程度j母子健康手帳 ③

心の健康相談
－ 13㈬ g9:30〜11:30 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㈬ g15:00〜17:00

場所 実施日 備考 i

献血ルームおっ
しょい博多
t能古校区の人

３/15㈫
能古島を９時発
の船で出発（姪
浜から会場はバ
ス送迎）

⑤

※予約不要校区献血

場所 実施日 受付時間 i

石丸公民館 ３/16㈬
13:30〜14:00

⑥

周船寺公民館 ３/17㈭
姪浜公民館

３/18㈮
９:30〜10:15

内浜公民館 13:30〜14:00
福重公民館 ４/６㈬ 13:30〜14:00
さいとぴあ ４/７㈭ 13:30〜14:15
愛宕公民館 ４/８㈮

13:30〜14:00
内浜公民館 ４/11㈪

j母子健康手帳母子巡回健康相談

内　容 実施日
b＝受付時間 予

約対象・料金・その他（令和５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
i４月 ５月

西体育館健診 － ９㈪ b9:30〜12:00

要

下記のよかドック、がん検診と同じ内容を西体育館（拾六町一丁目13-35）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㈫ 19㈭
30㈪ b8:30〜10:30

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（70歳以上は委託の医療機関等で実施）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

※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、３月14日㈪から集団健診予約センター（①）、または「けんしんナビ」=右上コード=で受け付けを開始。予約の締め切りは、検診日の土・日曜・祝
休日を除く10日前まで。
※新型コロナワクチン感染症ワクチン集団接種会場となるため、当面の間さいとぴあでの健診と離乳食教室は中止。

　世帯や事業所を対象とした各種統計調査に
従事し、調査票の配布・回収等を行う統計調査
員を随時募集しています。統計調査員になる
には、区役所への登録が必要です。
◆任命期間
　１つの調査あたり２カ月程度 ※調査規模
ごとに必要な調査員数が異なるため、年間を
通じて仕事があるとは限りません。
◆報酬
　１つの調査あたり３〜５万円程度 ※調査
内容や受け持ち件数による変動あり
◆応募要件
　責任をもって業務を遂行できる20歳以上
の人 ※税務関係者、警察関係者、選挙関係者、
暴力団関係者は除く
◆応募方法
　電話で区総務課（a895-7004 f882-
2137）へ。応募後、面接を行います。

統計調査員を募集します
　初めて母親になった人のための
教室です。d４月28日㈭午前10時
〜11時半l区保健福祉センター

（保健所）講堂t今年１〜２月生ま
れの子ども（第１子）とその母親c

抽選で18組y無料ei電話で区
地域保健福祉課（a895-7080 
f891-9894）へ。４月18日㈪午
後５時まで受け付け。区ホーム
ページ（「西区ほやほやママ」で検
索）からも申し込みできます。

ほやほやママの子育て教室
　脳を活性化させるための運動など、認知症
予防について学びます。d４月20日㈬、27日
㈬、５月11日㈬午前９時半〜11時半。全３回
l区保健福祉センター（保健所）講堂t介護保
険サービスを利用していない区在住の65歳
以上で、全３回参加できる人c抽選で20人y

無料ei電話で区地域保健福祉課（a895-
7080 f891-9894）へ。３月15日㈫午前９
時半から３月31日㈭午後５時まで受け付け。 
※申し込み時に問診があります。

運動から始める認知症予防教室

　一般県道周船寺有田線の「橋本橋交差点」〜
「橋本西交差点」の区間＝下地図参照＝の道路
拡幅工事が３月15日㈫に完了します。両側に
歩道と自転車通行空間を備えた、安全安心な
道路に生まれ変わります。

　i市西部道路課 a733-5510 f711-4466

道路拡幅工事完了のお知らせ

　道路の破損、くぼみ、穴
や照明灯の破損などを見
つけたら、電話でご連絡く
ださい。福岡市LINE（ライ
ン）公式アカウントでも受
け付けています。危険箇所
の早期発見にご協力お願
いします。
　i区土木第１課 a895-7047 
f882-2137 ※西部出張所管内

（長垂山から西側）は区土木第２
課（a806-0411 f807-3080）へ

道路の傷みをお知らせください

　感染拡大防止のため、催しが中止になる場
合があります。事前にお問い合わせください。
※掲載の内容は２月24日時点のものです。

西体育館 美ボディピラティス
　ピラティスの要素を取り入れながら、姿勢
改善やトレーニングを行います。
　d５月12日〜６月30日の木曜日①午後７
〜８時②午後８〜９時①②各全８回l西体育
館 a882-5144 f882-5244t18歳以上
c抽選で各20人y5,600円e往復はがきに
教室名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて４
月15日 ㈮必着で同体育館（〒819-0041拾
六町一丁目13-35）へ。

スマホは
こちらから

LINEの友だ
ち登録はこち
らから

側溝・側溝蓋の破損に
ついても連絡を

健診の詳細、予約
はこちらから
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福岡都市高速環状線

福岡都市高速環状線


