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■市役所本庁（代表） ☎36－1121
秘書政策課
　▽秘書担当………………… ☎（36）0890
　▽広報報道担当…………… ☎（36）1055
　▽定住担当………………… ☎（36）1284
全国豊かな海づくり大会準備室…☎（36）9507
総務課
　▽行政係…………………… ☎（36）1272
　▽情報化推進係…………… ☎（36）5444
消費生活センター…………… ☎（33）5454
人事課………………………… ☎（36）5051
市民課
　▽市民係…………………… ☎（36）1126
　▽国民年金係……………… ☎（36）1128
契約検査課…………………… ☎（36）1161
地域安全課…………………… ☎（36）5050
交通対策課

（神湊港ターミナル）………… ☎（62）3592
経営企画課…………………… ☎（36）1192
世界遺産登録推進室………… ☎（36）9456
財政課………………………… ☎（36）1104
税務課
　▽市民税係………………… ☎（36）7350
　▽固定資産税係…………… ☎（36）7351
収納課 ☎（36）5392
コミュニティ協働推進課……☎（36）5394 
文化スポーツ課……………… ☎（36）1540

郷土文化課…………………… ☎（62）2600
人権対策課…………………… ☎（36）1270
男女共同参画推進課………… ☎（36）0048
環境課………………………… ☎（36）1421
健康課………………………… ☎（36）1187
福祉課
　▽生活保護係……………… ☎（36）7353
　▽自立生活支援係………… ☎（36）９５７０
　▽障害者福祉係…………… ☎（36）3135
高齢者支援課………………… ☎（36）９２８８
地域包括支援センター……… ☎（36）1285
介護保険課
　▽介護保険係……………… ☎（36）4877
　▽介護認定係……………… ☎（36）5186
国保医療課
　▽国民健康保険係………… ☎（36）1363
　▽後期高齢者医療係……… ☎（36）1348
大島診療所…………………… ☎（72）2004
都市計画課…………………… ☎（36）1484
建築課………………………… ☎（36）5203
建設課………………………… ☎（36）1577
維持管理課…………………… ☎（36）7471
下水道課（宗像終末処理場）… ☎（36）4136
商工観光課
　▽商工係・観光係…………☎（36）0037
　▽元気な島づくり係（大島行政センター）…☎（72）2211
農業振興課…………………… ☎（36）0041

水産振興課…………………… ☎（36）0031
教育政策課…………………… ☎（36）5099
学校管理課…………………… ☎（36）1322
図書課………………………… ☎（34）2263
子ども育成課………………… ☎（36）1214
子ども家庭課………………… ☎（36）1365
発達支援センター…………… ☎（36）0224
議事調査課…………………… ☎（36）1119
会計課………………………… ☎（36）1357
監査委員事務局……………… ☎（36）5093
選挙管理委員会事務局……… ☎（36）1375
農業委員会事務局…………… ☎（36）0046
固定資産評価審査員会事務局 … ☎（36）5093

■その他の市関係施設など
宗像市民図書館……………… ☎（37）1321
宗像ユリックス……………… ☎（37）1311
宗像ユリックス・アクアドーム… ☎（37）1377
メイトム宗像（市民活動交流館）… ☎（36）0202
男女共同参画推進センター「ゆい」… ☎（36）0250
子育て支援センター………… ☎（37）3741
海の道むなかた館（郷土文化学習交流館）… ☎（62）2600
大島交流館…………………… ☎（72）2797
うみんぐ大島（大島海洋体験施設）… ☎（72）2361
街道の駅 赤馬館……………… ☎（35）4128
いせきんぐ宗像……………… ☎（37）0182
吉武コミセン………………… ☎（32）5904

赤間コミセン…………………… ☎（39）7051
赤間西コミセン……………… ☎（38）9506
自由ヶ丘コミセン…………… ☎（32）5594
河東コミセン………………… ☎（35）1837
南郷コミセン………………… ☎（36）3465
東郷コミセン………………… ☎（36）7711
日の里コミセン……………… ☎（37）1587
玄海コミセン………………… ☎（62）1642
池野コミセン………………… ☎（62）2003
岬コミセン…………………… ☎（62）2656
大島コミセン………………… ☎（72）2321
地島ふれあい館………………☎（６２）２０９４
市民体育館…………………… ☎（32）1230
玄海B＆G海洋センター…… ☎（62）2119
大島ふれ愛センター………… ☎（72）2294
大島渡船ターミナル………… ☎（72）2535
宗像清掃工場…………………… ☎（62）0505
宗像地区事務組合（多礼浄水場）
　▽水道の中止・開始、料金の支払いなど… ☎（62）0026
　▽漏水など………………… ☎（62）0975
家庭児童相談室……………… ☎（36）1302
地域職業相談室……………… ☎（36）1150
シルバー人材センター……… ☎（33）1151
道の駅むなかた・観光物産館… ☎（62）2715
正助ふるさと村……………… ☎（35）1100
グローバルアリーナ………… ☎（33）8400
宗寿園………………………… ☎（33）2761 
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日（SUN） 月（MON） 火（TUE） 水（WED） 木（THU） 金（FRI） 土（SAT）
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▽メイトム宗像休
み⑥
▽ふれあいバス・コミュニ
ティバス運休②
▽宗像オープンバドミント
ン大会（市民体育館）
9:00～⑱

▽宗寿園休み㉑

▽宗像市新春卓球
大会（市民体育館）
9:00～⑱

▽宗寿園休み㉑

▽家庭の日⑬
▽ふれあいバス・
コミュニティバス運休②
▽第15回ソフトバレーボー
ル春季大会（市民体育館）
9:00～⑱

▽宗寿園休み㉑

▽宗像杯少年サッ
カー大会（市内外
グラウンド）9:00～⑱

▽宗寿園休み㉑

▽市県民税申
告（自由ヶ丘
コミセン）
9:00～11:30③
▽シルバー人材センタ
ー入会説明会（河東コ
ミセン）13:30～⑲

▽市県民税申
告（赤間西コ
ミセン）
9:00～11:30③

▽市県民税申
告（大島ふれ
愛センター）
10:30～12:00、
13:00～15:00③

▽市県民税申
告（赤間コミ
セン）9:00～11:30③
▽シルバー人材センタ
ー入会説明会（東郷コ
ミセン）13:30～⑲

▽市県民税申
告（玄海コミ
セン）9:00～11:30③

▽学校の日⑫
▽宗像市体育
協会会長杯ゲートボー
ル大会（中央公園）
9:00～⑱

▽（宗寿園）囲碁大会
9:30～、演奏＝オカリ
ナ演奏12:00～㉑

▽農業委員会
定例総会⑮
▽第29回宗像市ミニ
バスケットボール大会
（市民体育館）
9:00～⑱

▽シルバー人
材センター入
会説明会（同センター）
13:30～⑲

▽（宗寿園）舞踊＝藤間
波奈敬千12:00～㉑

▽保育所３月
入所締切日⑬
▽シルバー人材センタ
ー入会説明会（河東コ
ミセン）13:30～⑲

▽（宗寿園）舞踊＝ひょ
っとこ楽座アンディア
ーモ12:00～㉑

▽市県民税申
告・確定申告
受付（市役所北館１階・
103会議室）
9:00～15:00
＊土・日曜日を除く３
月15日（木）まで③

▽食育の日⑧
▽期間入札
9：00～17:00
＊23日まで⑤

▽（宗寿園）舞踊＝藤の
会12:00～㉑

▽市民図書館
休み（中央館）⑯

▽市民図書館
休み（中央館、
深田分館）⑯
▽シルバー人材センタ
ー入会説明会（東郷コ
ミセン）13:30～⑲

▽市民図書館
休み（全館）⑯
▽シルバー人材センタ
ー入会説明会（玄海コ
ミセン）13:30～⑲

▽市民図書館
休み（須恵分
館）⑯

▽（宗寿園）舞踊＝岡垣
ジョイフルの会
12:00～㉑

▽市議会本会
議〈予定〉（市
役所）10:00～⑭
▽道の駅むなかた休み⑳

▽市議会本会
議〈予定〉（市
役所）10:00～⑭
▽道の駅むなかた休み
（臨時休館）⑳

▽市議会本会
議〈予定〉（市役
所）10:00～⑭
▽第４期固定資産・都市
計画税④、第８期介護保
険料⑨、第９期国保税⑩、
第８期後期高齢者医療保
険料⑪の納期限
▽シルバー人材センター
入会説明会（同センター）
13:30～⑲

▽（宗寿園）浪曲歌謡三波小
春ショー12:00～㉑

▽メイトム宗像休
み⑥

▽家庭の日⑬

▽（宗寿園）舞踊＝扇桜会
12:00～㉑

▽赤間宿まつり
（唐津街道赤間宿
通り）10:00～15:30
＊25日まで⑰
▽宗像杯少年サッカー大会
（市内外グラウンド）
9:00～⑱
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＊日時や場所などが変更になる場合がありますので、ご了承ください　＊宗像ユリックスの行事は１日号のユリックスサラダを見てください

人口 97,245 世帯 42,062
男 46,375 女 50,870

（平成29年11月中の異動数）

転入 265 転出 226
出生 84 死亡 73

（
平
成
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年
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月
末
日
現
在
）
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①

各行事のあとの赤色
の数字は、問い合わ
せ先です。
下のテレコールの赤
色の数字のところで
確認を。

●北側（宗像清掃工場前）

●西側（ゆ～ゆ～プール横）

⑦

▼土・日曜日
　　　9:00～17:00

▼土・日曜日
　　　9:00～17:00
▼水曜日
　　　9:00～19:00

資源物受入日

　海岸線清掃活動「クリーンアップむなかた」の平成29年11
月までの清掃状況を紹介します。

【平成29年11月】▽参加人数＝30人 ▽収集量＝79袋
【累計】▽参加人数11,631人 ▽収集量＝29,457袋
【集合場所】
▽釣川河口両側海岸
＊活動は、毎週日曜日8:00から約１時間（雨天中止）
▽深浜海岸（鐘崎から岡垣町の境に至る海岸線）
＊活動は、毎月第４日曜日11:00から約１時間（雨天中止）

海岸を散歩しながら
ごみ拾いをしてみませんか
海岸を散歩しながら
ごみ拾いをしてみませんか

⑦

＊電話がダイヤル回線の人は専用電話番号を利用してください

●平 日●19:00～翌朝7:00  
●土 曜 日●12:00～翌朝7:00
●日・祝日● 7 :00～翌朝7:00
●短縮＝＃8000
●専用＝

病気、けが、薬、応急処置など

☎092（661）0771（福岡）　
☎093（662）6700（北九州）

県小児救急医療電話相談

●日・祝日●
9:00～16:30

宗像地区
歯科休日急患
センター（田熊）

 ☎（34）8080

●平　日●
受付時間 19:30～翌朝5:30
●土曜日●
受付時間 18:00～翌朝9:00
●日・祝日●
受付時間   9:00～翌朝5:30

宗像地区急患センター（田熊）
　　　　　　☎（36）1199

休日小児科・内科 休日歯科午前９時～
　午後５時休日外科当番医２月の

4日（日） 宗像水光会総合病院（福津市） ☎（34）3111

11日（日・祝） 平塚胃腸科外科医院（自由ヶ丘） ☎（32）2126

12日（月・振休） 東郷外科医院（田熊） ☎（36）4146

18日（日） 山本整形外科医院（くりえいと） ☎（33）8180

25日（日） 蜂須賀病院（野坂） ☎（36）3636

⑦

11月前年度比 -17ｔ
前年度累計比 -31ｔ

平成29年

11月

家庭の
燃やすごみ量の
推移

家庭の
燃やすごみ量の
推移

1,334ｔ

＊ただし、翌日が休日の場合、翌朝9:00まで


