
■清掃センターへの自己搬入

受付時間…午前８時40分～11時50分$午後１時～３時

引っ越しなどで一度に出る多量のごみ、または事業系ご

みは、ごみ集積所には出せません。12月26日昔までに直

接清掃センターに運ぶか、市の許可業者に運搬を依頼して

ください。

＊年末年始は込み合いますので、持ち込む場合は早めにお

願いします。

＊新聞・段ボールなど紙類の自己搬入はできません。バッ

テリー・タイヤ・消火器などは、市では受け付けません。

処理方法などについては、お尋ねください。

＊テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・パソコン

についても、市では受け付けません。処分方法など詳しく

は、お尋ねください。

問い合わせ…資源循環推進課・℡224－5908
清掃事業所・℡223－0912
東清掃センター・℡223－2645
リサイクルセンター・℡223－8200
西清掃センター・℡232－8744
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ごみ・し尿の収集
■ごみの収集（必ず午前８時までに出してください）
①燃えるごみ

＊年末には多量のごみが出されるため、収集時間がふだん

と異なる場合があります。

②燃えないごみ・紙類

「びん、かん・ペットボトル」「不燃ごみ」「紙類」の収集は、

「平成20年度収集日程表」のとおりです。

③その他プラスチック製容器包装

問い合わせ…資源循環推進課・℡224－5908

■粗大ごみのリクエスト収集（電話予約）
一般家庭のたんすや電子レンジなど、粗大ごみ収集の電

話予約は、年末は12月26日昔まで、年始は１月５日席か

ら受け付けます。

＊毎週金曜日に開催するリサイクル家具展示即売は、年末

は12月26日昔まで、年始は１月９日昔から実施します。

問い合わせ…リサイクルセンター・℡223－8200

■し尿の収集
市の直営区域は環境衛生センター、それ以外の区域につ

いては許可業者へ直接、依頼してください。年末は12月

30日惜まで、年始は１月５日席から受け付けます。

問い合わせ…環境衛生センター・℡224－9191

コース名 年　末 年　始
月曜日・木曜日コース 12月29日席 １月５日席
火曜日・金曜日コース 12月30日惜 １月６日惜

コース名 年　末 年　始
月曜日コース 12月29日 １月５日
火曜日コース 12月30日 １月６日
水曜日コース 12月24日 １月７日
木曜日コース 12月25日 １月８日
金曜日コース 12月26日 １月９日

12月28日隻～１月４日隻の診療機関

■市立診療所（内・小、急患のみ） 小
こ

仙
せん

波
ば

町
まち

２丁目45－５ ℡223－0601

受付時間…午前９時～11時$午後１時～３時$午後８時～10時30分

■予防歯科センター（急患のみ） 三
さん

久
く

保
ぼ

町
ちょう

18－３ ℡224－3891

受付時間…午前９時～11時30分

■年末年始の当番医
変更になる場合があります。受診の際は、当日の当番医にご確認ください。

受付時間…午前９時～午後４時

12／28隻…しんがし耳鼻咽喉科クリニック（耳） 砂
すな

新
しん

田
でん

２丁目11－24 ℡241－1699

12／29席…広瀬病院（外・内・消） 中
なか

原
はら

町
ちょう

１丁目12－１ ℡222－0533

12／30惜…赤心堂病院（整外・産婦・内・外） 脇
わき

田
た

本
ほん

町
ちょう

25－19 ℡242－1181

12／31戚…行定病院（内） 脇田本町４－13 ℡242－0382

１ ／１積…池袋病院（内・小・外・整外） 笠
かさ

幡
はた

3724－６ ℡231－1552

１ ／２昔…武蔵野総合病院（内・外・整外・脳外） 大
おお

袋
ふくろ

新
しん

田
でん

977－９ ℡244－6340

１ ／３析…三井病院（内・外・整外） 連
れん

雀
じゃく

町
ちょう

19－３ ℡222－5321

１ ／４隻…愛和病院（産婦） 古
ふる

谷
や

上
かみ

983－１ ℡235－8811

受付場所 区　　分 休　み
東清掃センター 可燃のみ

リサイクルセンター
不燃、粗大、

12月27日析かん・ペットボトル
～１月４日隻

西清掃センター
可燃、不燃、粗大、びん、
その他プラスチック製容器包装

市内循環バス「川越シャトル」は、
12月29日席から１月３日析まで運休し
ます
問い合わせ…都市交通政策課・℡224－5519
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女性活動支援のひろば ℡228－7724
総合福祉センター・オアシス ℡228－0200
東後楽会館 ℡224－3366
西後楽会館 ℡232－6177
児童センター こどもの城 ℡225－7288
川越駅東口児童館 ℡228－7719
高
たか

階
しな

児童館 ℡238－9525
武道館 ℡224－7220
小ケ谷老人憩いの家 ℡245－8494
高階北老人憩いの家 ℡248－6565
川越駅東口老人憩いの家 ℡228－7717

12／29席～１／４隻が休み
自動交付機（市民課住民記録担当） ℡224－5744
川越駅東口図書館 ℡228－7712

12／29席～１／５席が休み
中央図書館 ℡222－0559
・１月６日惜、午前９時40分～（４月分の展示室・視聴

覚ホールなどの利用申し込み）

西図書館 ℡237－5660
高階図書館 ℡238－7550

１／１積～１／３析が休み
市民聖苑やすらぎのさと ℡226－0090

１／１積～１／４隻が休み
斎場 ℡242－2739
＊祭壇貸し出し業務について、12月31日戚は、午前８時

30分～午後５時で祭壇の回収のみを行います。

１／１積が休み
川越駅東口公共地下駐車場 ℡226－0081

無　休
川越駅観光案内所 ℡222－5556

年末年始の業務案内
施設の休業案内と施設利用の予約受け付け

12／27析～１／４隻が休み
市役所各庁舎、出張所・連絡所・証明センター
＊ただし、この間も出生届

とどけ

・死亡届・婚姻届など戸籍の

受け付け、火葬・葬祭用具・市民聖苑
えん

やすらぎのさとの使

用申し込みは、本庁舎地下１階当直室で休まずに行います。

川越市保健所 ℡227－5101
総合保健センター ℡224－8611

12／25斥～１／５席が休み
市立美術館 ℡228－8080
・１月６日惜、午前９時～（２月分の創作室の利用申し込

み）

市立博物館 ℡222－5399

12／28隻～１／１積が休み
蔵造り資料館 ℡225－4287

12／28隻～１／４隻が休み
川越運動公園
①総合体育館・テニスコート ℡224－8765
②陸上競技場 ℡224－8881
・１月５日席、午前８時30分～（２月分の利用申し込み）

12／29席～１／１積が休み
川越まつり会館 ℡225－2727

12／29席～１／３析が休み
市民会館・やまぶき会館・℡222－4678$メルト・℡
233－6711$ジョイフル・℡248－4115
・１月４日隻、午前９時～10時（来年12月分の利用申し

込み）

北部地域ふれあいセンター・℡223－7221$東部地域ふ
れあいセンター・℡236－2360
・１月４日隻、午前10時～（４月分の利用申し込み）

農業ふれあいセンター ℡226－6551
・１月４日隻、午前８時30分～（２月分の利用申し込み）

川越駅東口多目的ホール ℡228－7723
・１月４日隻、午前10時～（来年12月分の利用申し込み）

公園管理事務所 ℡222－1301
・１月４日隻、午前８時30分～（２月分の利用申し込み）

生活情報センター ℡226－7066
＊12月28日隻・１月４日隻は、貸し館業務のみを行いま

す。

・１月５日席、午前10時30分～（４月分の利用申し込み）

公民館$勤労青少年ホーム・℡222－5241
・１月６日惜、午前８時30分～（２月分の利用申し込み）

さわやか活動館 ℡237－4890
・１月７日戚、午前８時30分～（２月分の利用申し込み）

国際交流センター ℡228－7723
サンライフ川越・芳

よし

野
の

台体育館 ℡225－5445
川越福祉センター ℡244－2271
女性会館 ℡242－6346

つどいの広場の休業期間
神明町保育園内 12／24戚～１／５席

児童センターこどもの城内 12／25斥～１／５席

南古谷第二保育園内 12／25斥～１／６惜

連雀町つどいの広場 12／26昔～１／４隻

高階児童館内 12／26昔～１／７戚

川越福祉センター内・笠幡菜の花保育園内

12／27析～１／４隻

高階保育園内 12／27析～１／８斥

子育て支援室の休業期間
今成子育て支援室・名細子育て支援室

12／27析～１／４隻

問い合わせ…子育て支援センター・℡233－7551


