さいたま市

http://www.city.saitama.jp/

ごみ収集
年末年始のごみの収集日は、下表のとおりです。
種別

地区
月・木曜日
火・金曜日
水・土曜日

もえるごみ

もえないごみ、
有害危険ごみ、
資源物1・2類

―――

12月最終日
12/31㈭
12/29㈫
12/30㈬

1月開始日
H22.1/4㈪
1/5㈫
1/6㈬

12/31㈭までの、1/4㈪以降の、
各地区で決めら 各地区で決めら
れた曜日
れた曜日

ｎ粗大ごみの戸別収集
粗大ごみの受け付け・収集共に、平成22年1月1日㈷〜3
日㈰の間、お休みします。年末年始は混み合いますので、お
早めにお申し込みください。
申込み 電話で、粗大ごみ受付センター（ｌ840・5300）へ。
※収集当日の申し込みや、
受付センターへの持ち込みはできません。
ｎし尿くみ取り
12月29日㈫〜1月3日㈰の間、お休みします。
《共通》
詳 し く は、 廃 棄 物 政 策 課
（ ご み ｌ829・1336、 し 尿 ｌ
829・1337、ｊ829・1991）
へ。

中央区
休館日

施設の名称

12/26㈯〜
H22.1/4㈪

▶体育施設…与野中央公園、八王子公園

12/28㈪〜1/4㈪

▶社会教育施設…与野・与野南図書館、与野図書館
西分館

▶福祉施設…児童相談所、与野本町・向原・大戸児童
センター、子育て支援センターよの、いこい荘、与
野本町老人憩いの家、障害者総合支援センター
▶医療・保健施設…保健所、こころの健康センター、
健康科学研究センター ▶社会教育施設…与野文化
12/29㈫〜1/3㈰
財資料室 ▶文化施設…下落合・与野本町コミュニ
ティセンター、上峰・西与野コミュニティホール
▶体育施設…与野体育館 ▶商工・農林施設…産業
文化センター ▶その他…シルバー人材センター与
野事務所、大戸自転車保管所
1/1㈷
1/1㈷〜3㈰

12/26㈯〜
H22.1/4㈪
12/27㈰〜1/4㈪
12/28㈪〜1/3㈰
12/28㈪〜1/4㈪

12/29㈫〜1/3㈰

12/29㈫〜1/4㈪
1/1㈷

施設の名称
▶文化施設…恭慶館 ▶体育施設…浦和総合運動
場、駒場運動公園、浦和北公園、市営浦和球場、大
原テニス公園
▶社会教育施設…うらわ美術館
▶福祉施設…子育て支援センターうらわ
▶社会教育施設…北浦和図書館、青少年宇宙科学
館 ▶文化施設…国際交流センター
▶福祉施設…老人憩いの家高戸荘、浦和ふれあい館
▶文化施設…浦和コミュニティセンター、市民活動
サポートセンター、市民会館うらわ ▶商工・農林
施設…ふるさとハローワーク ▶体育施設…浦和駒
場体育館 ▶その他…市民ギャラリー、浦和消費
生活センター
▶社会教育施設…中央図書館
▶その他…市営北浦和臨時駐車場

緑
休館日
12/26㈯〜
H22.1/4㈪

休館日
12/26㈯〜
H22.1/4㈪

区

施設の名称
▶体育施設…三浦運動公園、見沼臨時グラウンド、
大間木公園
▶社会教育施設…東浦和図書館、浦和博物館、浦
12/28㈪〜1/4㈪
和くらしの博物館民家園
▶福祉施設…子育て支援センターマイム・マイム、
和楽荘 ▶医療・保健施設…市立病院（外来）▶文化
12/29㈫〜1/3㈰ 施設…プラザイースト ▶商工・農林施設…大崎公園・
子供動物園・園芸植物園、農業者トレーニングセンタ
ー
1/1㈷
▶その他…見沼ヘルシーランド

区
施設の名称

▶体育施設…荒川総合運動公園、荒川彩湖公園、さ
くら草公園

▶医療・保健施設…動物愛護ふれあいセンター
12/28㈪〜1/4㈪ ▶社会教育施設…桜図書館、桜図書館大久保東分
館、鴻沼資料館 ▶体育施設…記念総合体育館

12/29㈫〜1/3㈰

▶福祉施設…大久保東児童センター、子育て支援セ
ンターさくら、寿楽荘 ▶文化施設…プラザウエス
ト ▶体育施設…浦和西体育館 ▶その他…新開
自転車保管所

1/1㈷〜3㈰

▶その他…浦和斎場（火葬場・斎場）

▶その他…市営北与野駅北口地下駐車場
▶その他…ひかり会館（斎場）

浦和区
休館日

桜

南
休館日

区
施設の名称

12/28㈪〜1/4㈪ ▶社会教育施設…南浦和図書館

12/29㈫〜
H22.1/3㈰

▶福祉施設…文蔵・浦和別所児童センター ▶文
化施設…南浦和コミュニティセンター、文化セン
ター ▶その他…シルバー人材センター浦和事務
所

12/31㈭・1/1㈷

▶体育施設…沼影公園 アイススケート場

1/1㈷

▶その他…市営武蔵浦和駅東駐車場

岩槻区
休館日

施設の名称
し

12/26㈯〜
H22.1/4㈪

▶体育施設…岩槻文化公園、川通公園、岩槻城址公
園、岩槻諏訪公園、岩槻温水プール

12/28㈪〜1/4㈪

▶社会教育施設…岩槻・岩槻駅東口・岩槻東部図書
館、岩槻郷土資料館、遷喬館

▶福祉施設…岩槻児童センター、子育て支援セン
ターいわつき、老人憩いの家ふれあいプラザ、槻
寿苑 ▶文化施設…市民会館いわつき、ふれあい
12/29㈫〜1/3㈰ プラザいわつき、コミュニティセンターいわつき、
岩槻駅東口コミュニティセンター ▶その他…岩
槻消費生活センター、シルバー人材センター岩槻
事務所、岩槻自転車保管所
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各区役所の代表電話番号・ファクス番号
（総務課）
・所在地は、6頁に記載しています

市・区役所、
主な施設の年末年始のお休み
ち、住民票、印鑑登録証明書、戸籍に係る証明書（一部）

窓口業務

を除く、すべての証明書
（税務証明など）は、平成22年1

市・各区役所（保健センター

月4日㈪以降にお渡しします。

を含む）及び各支所・市民の窓

詳しくは、各区区民課へ。

口は、12月29日㈫〜平成22
年1月3日㈰の間、閉庁します。

自動交付機・郵便局での証明書発行

なお、出生・死亡・婚姻などの

12月29日㈫〜平成22年1月3日㈰の間、
お休みします。

戸籍の届け出に限り、休みの

詳しくは、各区区民課へ。

間も各区役所の夜間・休日受付

納税取り扱い業務

窓口で受け付けます。

納税の取り扱いは各区役所、各支所・市民の窓口共、

大宮駅支所・駅前の各市民の窓口（7か所）での
証明書発行

12月29日㈫〜平成22年1月3日㈰の間、お休みします。

12月28日㈪の17時〜19時に受け付けた申請書のう

険税）へ。

西
休館日
12/24㈭〜
H22.1/4㈪

詳しくは、各区収納課（市税）・保険年金課（国民健康保

区
施設の名称

北
休館日

区
施設の名称

▶体育施設…三橋総合公園 屋内プール

12/26㈯〜
H22.1/4㈪

▶体育施設…土呂公園

12/26㈯〜1/4㈪

▶体育施設…三橋総合公園、西遊馬公園、宝来公園、
佐知川公園、秋葉の森総合公園

12/28㈪〜1/4㈪

▶社会教育施設…大宮西部・宮原・北図書館
化施設…漫画会館

12/28㈪〜1/4㈪

▶社会教育施設…大宮西部図書館三橋分館、馬宮
図書館

▶福祉施設…植水・馬宮児童センター、健康福祉セ
ンター西楽園、馬宮荘、植水老人憩いの家 ▶文
12/29㈫〜1/3㈰ 化施設…西部文化センター、馬宮コミュニティセ
ンター ▶商工・農林施設…大宮花の丘農林公苑内
緑のふるさとセンター・花の食品館

大宮区
休館日
12/26㈯〜
H22.1/4㈪

▶社会教育施設…市立博物館、大宮・桜木図書館、
12/28㈪〜1/4㈪ 宇宙劇場 ▶その他…防災センター 防災展示ホー
ル
▶福祉施設…天沼・三橋児童センター、子育て支援
センターおおみや、あずま荘、天沼・三橋・三橋分
館老人憩いの家、大宮ふれあい福祉センター
▶社会教育施設…土器の館、生涯学習総合センター
12/29㈫〜1/3㈰ ▶文化施設…市民会館おおみや、大宮工房館、高
鼻コミュニティセンター、氷川の杜文化館 ▶そ
の他…消費生活総合センター、パートナーシップ
さいたま、シルバー人材センター本部事務所、大
宮ソニック市民ホール
1/1㈷
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▶福祉施設…植竹・宮原・本郷児童センター、子育
て支援センターさいたま北、しもか荘、宮原・本郷
老人憩いの家、高齢者生きがい活動センター
▶文化施設…プラザノース、盆栽四季の家、宮原
12/29㈫〜1/3㈰ コミュニティセンター ▶商工・農林施設…計量検
査所、産業振興会館、勤労女性ホーム、市民の森・
見沼グリーンセンター・展示温室・りすの家 ▶そ
の他…シルバー人材センター大宮事務所、車両対
策事務所、吉野原自転車保管所

見沼区

施設の名称
▶体育施設…大和田公園、天沼テニス公園、大平
公園、市営大宮球場、合併記念見沼公園

▶その他…市営桜木駐車場

S A I TA M A

2009.12

▶文

休館日
12/26㈯〜
H22.1/4㈪

施設の名称
▶体育施設…堀崎公園、東大宮中央公園、観音寺
下公園

12/27㈰〜1/4㈪ ▶社会教育施設…五反田会館
12/28㈪〜1/4㈪

▶社会教育施設…大宮東・春野・七里・片柳図書館、
旧坂東家住宅見沼くらしっく館

▶福祉施設…片柳・春野児童センター、子育て支
援センターさいのこ、東楽園、片柳・春野老人憩
いの家 ▶文化施設…東大宮・七里・片柳コミュニ
12/29㈫〜1/3㈰ ティセンター ▶体育施設…大宮体育館、大宮武
道館 ▶商工・農林施設…勤労女性センター、春お
（自然庭
か広場 ▶その他…大宮南部浄化センター
園・学習コーナー）
1/1㈷〜3㈰

▶その他…大宮聖苑
（火葬場）
、思い出の里会館
（斎
場）

