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八幡西区人口 25万4964人、世帯数11万1993世帯（左記は平成27年9月1日現在の数値です。国勢調査の集計結果が判明しだい最新の情報を掲載します）

八幡西区役所総務企画課 ☎642-1441（代表）　　　621-0862　  編 集

●時間は24時間表記。
●料金について記載のない催しは
　入場無料（参加無料）。
●はがき・往復はがき・電子申請の
　応募方法は6ページを参照。
＃＝申し込み　♥＝問い合わせ
♦＝共通の内容　＊＝市の担当課
£＝ネット窓口（電子申請）

無料相談
法律人権相談　1月8日㈮13時30分
～16時30分、八幡西区役所（黒崎駅
西側、コムシティ6階）で。先着36組。
＃電話で7日8時30分から同区役所総
務企画課広報広聴係☎642・0039へ。
交通事故相談　1月12日㈫・※26日
㈫の10～16時、八幡西区役所（コムシ
ティ4階）で。定員各日5人。＃電話で 
8日（※は25日）15時30分までに安全・
安心相談センター（交通事故相談）☎
582・2511へ。事前に予約が必要。
子育て女性就職支援センターの出張
相談　1月12日㈫10～15時、子ども
の館（黒崎駅西側、コムシティ7階）で。
対象は女性の求職者。定員4人。＃ 
8日までに福岡県子育て女性就職支
援センター☎571・6440へ。
行政相談　1月14日㈭・28日㈭の10～
15時、八幡西区役所（コムシティ4階）
で。♥同区役所総務企画課広報広聴
係☎642・0039へ。
若者のこころとしごと無料相談室　
1月19日㈫19～21時、八幡西勤労青
少年ホーム（南鷹見町）で。対象は15
歳以上。定員2人。＃18日までに同施
設☎601・2684へ。
高齢者・障害者あんしん法律相談　
1月21日㈭13～17時、八幡西区役所

（コムシティ4階）で。対象はおおむね
65歳以上の要援護者やその家族など。
＃18日までに同区役所「高齢者・障
害者相談コーナー」☎642・1441内線

480へ。
心配ごと相談　毎週水曜日の13～16
時、八幡西区役所（コムシティ6階）で。
♥八幡西区社会福祉協議会☎642・
5035へ。
「はたちの献血」 
キャンペーン

　2月29日㈪まで（年始は♥を）の9時
30分～12時30分と13時30分～17時
30分（成分献血は16時30分まで）、献
血ルームくろさきクローバー（西曲里
町）で。対象は17～69歳（女性は18歳
から）で、65歳以上は60～64歳の間
に献血経験がある人。本人と確認で
きる証明書が必要。♥同施設☎644・
1211へ。＊八幡西区役所コミュニテ
ィ支援課☎642・1441内線641。

1月10日は「110番の日」
●緊急時 あわてず
　あせらず 110番
●110番は緊急電話
　相談ごとは#9110
　福岡県内からの110番はすべて警
察本部の通信指令室につながります。
対応の警察官の質問に「落ち着いて」

「はっきり」と答えてください。110
番に電話する際は、場所をきちんと伝
えることが大切です。
・地番を確認して知らせる
・交差点名、バス停名、近くの店舗など 
 目標になるものを知らせる
・電柱番号や信号機番号を知らせる
　110番は緊急電話です。急を要さ

ない相談ごとなどは「#9110」をご利
用ください。迅速・的確な110番通報
を心がけましょう。
♥八幡西警察署☎645・0110へ。

1月の図書館だより
八幡西図書館☎642・1186
赤ちゃん向けおはなし会　毎週水曜
日の11～11時20分。
おはなし会　6日㈬16～16時30分と
10日㈰・17日㈰の11～11時30分と17
日㈰14～15時15分と24日㈰14～14
時30分。
英語でおはなし会　9日㈯14～14時
30分と16日㈯の11～11時30分。
元キッズおたのしみ会　絵本の読み
聞かせなど。23日㈯11～12時。先着
15人。＃5日から同館へ。
司法書士による法律セミナー「これ
が賃貸トラブル対処法だ」　24日㈰
13～14時30分。先着40人。＃5日から
同館へ。
おりがみ教室　2月6日㈯14～15時。
先着20人。対象は3歳以上。＃1月13
日から同館へ。
折尾こどもと母のとしょかん
☎601・1999
赤ちゃんのおはなし会　7日㈭10時
30分～11時。
新年はじめましてのおはなし会　 
9日㈯14時30分～15時。
ママといっしょのおはなし会　21日
㈭10時30分～11時。
寒い日は折り紙しましょ♪　23日㈯
15～16時。
八幡南こどもと母のとしょかん
☎618・8441
親子で楽しい絵本タイム　6日㈬・20
日㈬の11～11時20分。
絵本のじかん　このゆびとーまれ！　
8日㈮11～11時20分。
お楽しみ会　絵本・紙芝居・ペープ
サートなど。23日㈯11～12時。
豆まきおめんを作ろう　鬼のおめん
を作ります。30日㈯11～12時。先着
10人。＃5日から同館へ。
　♦休 館日
は毎週月曜日 

（11日は除く）と 
1日㈷～3日㈰・
12日㈫、2月1日
㈪・2日㈫。

センター 所 在 地 電 話
青　　山 青山二丁目1-3 ☎631・0767
赤　　坂 星和町28-26 ☎601・0782
浅　　川 浅川日の峯二丁目1-10 ☎601・3981
穴　　生 鷹の巣三丁目3-1 ☎641・6026
池　　田 茶屋の原一丁目6-3 ☎618・2188
医 生 丘 千代ケ崎一丁目12-15 ☎691・2205
永 犬 丸 美原町9-2 ☎613・8006
永犬丸西 永犬丸西町四丁目21-13 ☎692・5760
大　　原 上上津役三丁目21-21 ☎612・6914
折 尾 西 日吉台一丁目22-20 ☎601・8231
折 尾 東 光明二丁目2-50 ☎601・8991
香　　月 香月中央一丁目7-1 ☎617・0203
香月西部市民 
サブセンター 高江三丁目6-20 ☎618・5040

楠　　橋 馬場山緑7-41 ☎618・8322
熊　　西 幸神四丁目3-1 ☎621・3182
黒　　畑 幸神三丁目4-3 ☎631・8122
黒　　崎 藤田四丁目1-1 ☎641・4106
上 津 役 上の原二丁目2-16 ☎612・3568
木 屋 瀬 大字野面770 ☎617・1127
陣　　原 陣原三丁目23-9-101 ☎641・0177
陣　　山 八幡東区桃園三丁目1-1 ☎661・1657
竹　　末 若葉一丁目7-1 ☎631・0261
千　　代 千代二丁目27-1 ☎611・6405
筒　　井 山寺町6-30 ☎641・3407
塔　　野 塔野一丁目3-2 ☎612・6308
中　　尾 三ケ森四丁目6-1 ☎612・3881
鳴　　水 東鳴水二丁目4-16 ☎621・3085
則　　松 則松二丁目9-1 ☎602・2010
引　　野 別所町9-1 ☎631・8055
星 ケ 丘 大字笹田920-8 ☎617・5273
本　　城 本城一丁目15-1 ☎691・2301
光　　貞 浅川学園台二丁目23-2 ☎692・9469
八　　児 町上津役東一丁目17-1 ☎613・2555
八　　枝 八枝三丁目8-1 ☎603・1055

お近くの市民センターを
ご利用ください

　市民センターは地域住民の交流や
健康講座、子育てサークル、クラブ活
動、趣味の講座などさまざまな地域
活動の拠点となる施設です。地域の
ふれあいの場として、お気軽にご利用
ください。♥八幡西区役所コミュニテ
ィ支援課☎642・1441内線266へ。

平成28年
201611/

福岡県の最低賃金改定のお知らせ
地域別最低賃金 効力発生日

福岡県最低賃金 1時間743円 平成27年10月4日
特定最低賃金 効力発生日

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1時間881円

平成27年12月10日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業 1時間837円

輸送用機械器具製造業 1時間860円
百貨店、総合スーパー 1時間802円
自動車（新車）小売業 1時間850円

　詳細は、福岡労働局賃金課☎〈092〉411・4578か北九州西労働基準
監督署☎622・6550へ。


