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年末　12月18日水まで
年始　１月６日月から平常どおり
※受付時間は、月～水曜（祝日除く）の８時 30 分～12 時

年末は12月27日金まで、年始は１月６日月からとなります。
ただし、一部の業務は次のとおりです。ご確認ください。
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問 和歌山市役所 ☎ 432-0001（代表）

食品・水質・便等の検査受付

●青岸ストックヤードへの自己搬入
　（搬入時間　月～土曜日の９時～15時30分）
年末　12月30日月まで　　年始　１月４日土から平常どおり
自己搬入について　受け入れ基準は市HP（ID：1005228）を参照
①年末が近づくと、非常に混雑しますので、できるだけ早い時期
に搬入してください。ごみを自己搬入する場合は、一般ごみ・粗
大ごみ・小型家電等に必ず分別してください。
②通常日曜日の搬入は行っておりませんが、家庭ごみに限り 12
月 29 日日 9 時～ 15 時 30 分は搬入できます。
③小型家電は、各地区の収集日に出すか、北事務所・西事務所・
青岸ストックヤードに直接搬入してください。※北事務所・西事
務所は要電話連絡

●粗大ごみ収集の電話受付（粗大ごみ受付センター）
　（受付時間　月～金曜日（祝日除く）の８時30分～16時）
年末　12月27日金まで  ※年内収集分の受付は12月20日金まで
年始　１月６日月から平常どおり
※収集日は受付時に確認してください。市 HP（ID：1002053）に
記載している一般廃棄物（ごみ）収集運搬許可業者（有料）に依
頼する場合は、直接、許可業者にお問い合わせください。

●家庭の一般ごみ収集
曜日コース 年末最終 年始最初
月・木コース 12月30日月 １月６日月
火・金コース 12月31日火 １月７日火

●「かん、びん」「ペットボトル、紙、布」の分別収集
コース 12月25日水 12月28日土 １月８日水

Ａコース
ペットボトル

紙、布 かん、びん ペットボトル
紙、布

Ｂコース かん、びん ペットボトル
紙、布 かん、びん

Ａコース・・・かん、びんが第１・３水曜日、
　　　　　  ペットボトル、紙、布が第２・４・５水曜日の地区
Ｂコース・・・かん、びんが第２・４水曜日、
　　　　　  ペットボトル、紙、布が第１・３・５水曜日の地区

問 一般廃棄物課 ☎435-1352
　 青岸清掃センター ☎428-4153 
　 青岸ストックヤード ☎435-5560
　 北事務所 ☎471-1503
　 西事務所 ☎453-0253
　 粗大ごみ受付センター ☎0570-666-202

ごみ等の収集・搬入

●犬・猫など小動物の死体収集
年末　12月27日金まで粗大ごみ受付センターで受付
　　　12月28日土・30日月・31日火・１月４日土は青岸エネル
　　　ギーセンターで受付　※31日火は12時まで
年始　１月６日月から平常どおり、粗大ごみ受付センターで
　　　受付

●動物死体の自己搬入
青岸エネルギーセンターで受付
年末　12月31日火17時まで
年始　１月４日土から平常どおり

▶市民課（市役所１階）
▶東部・河南・河西・河北・中央・北・南サービスセンター
　年末　12月27日金まで平常どおり
　　　　12月30日月は午前中業務
　　　　※一部、取り扱いできない業務もあります。
　年始　１月５日日は日曜窓口のみ
　　　　１月６日月から平常どおり
　※メモリアルフォトブース（市民課内）は、年末年始８時　
　　30分～17時15分まで利用できます。

【書類受付】
　年末・年始も平常どおり

【斎場（火葬・式場・霊柩車）の使用】
　１月１日水のみ休み

　年末　12月28日土まで
　年始　１月４日土から
　※利用には「マイナンバーカード」と暗証番号が必要です。

▶市役所１階（８時30分～17時15分 ※木は19時まで）
▶わかちか（８時30分～19時）
▶イズミヤスーパーセンター紀伊川辺店（10時～19時 ※土日は９時30分～17時）

▶イオンモール和歌山店（９時～19時 ※土日は17時まで）

　年末　12月30日月まで
　年始　１月４日土から
※加太支所設置分は12月27日金まで、年始は１月６日月から
※利用には「わかやまカード」と暗証番号が必要です。

戸籍・印鑑・住民登録などの窓口業務

自動交付（住民票写し・印鑑証明書）

コンビニ交付

斎場

問 衛生研究所 ☎ 453-0055

Pi

ck Up 
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　障害者週間は、広く障害者の福祉についての
関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、
経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的
に参加する意欲を高めることを目的として設定
されました。

問 障害者支援課 ☎435-1060、 ＦＡＸ431-2840

12月３日～９日は「障害者週間」

みんなが暮らしやす
いまちをめざして

障害者
マーク

マークの意味を理解し、その場
にあったご配慮をお願いします。

障害者のための国際シンボルマーク
すべての障害者が利用できる建物・施設を表
す世界共通のシンボルマークです。

身体障害者マーク
肢体に不自由のある方の運転を示すマーク。無理な
幅寄せや割り込みはしないようにしましょう。※道
路交通法の規定により罰せられることがあります。

聴覚障害者マーク
聴力障害のある方の運転を示すマーク。無理な幅
寄せや割り込みはしないようにしましょう。※道
路交通法の規定により罰せられることがあります。

耳マーク
聴覚障害を示すマーク。手話や筆談で話した
り、正面を向いてゆっくりはっきり話したり
しましょう。

盲人のための国際シンボルマーク
視覚障害を示す世界共通のマーク。点字ブ
ロック上や周辺には物を置いたり、駐車・駐
輪したりしないようにしましょう。

「白杖 SOS シグナル」普及啓発シンボルマーク
白杖を頭上 50㎝程度に掲げていれば SOS の
シグナル。進んで声をかけ、サポートしましょ
う。

ほじょ犬マーク
盲導犬・介助犬・聴導犬などの訓練された身体障害者補
助犬の同伴を啓発するためのマーク。※障害のある方
が補助犬を伴って利用できるようご協力ください

ハート・プラスマーク
身体の内部に障害がある人を表すマーク。外
見からはわかりにくい不便さを抱えているこ
とを理解しましょう。

オストメイト用設備／オストメイト
人工肛門・人工膀胱を造設した方（オストメ
イト）の設備（主に装具の洗浄等を行える設
備）があることを表すマークです。

障害者雇用支援マーク
在宅障害者就労支援・障害者就労支援を認め
た企業・団体へ付与されるマークです。※実
際のマークには通し番号が明記されています

ヘルプマーク
義足を使用している方、内部障害のある方、
妊娠初期の方など、障害に限らず援助や配慮
を必要としていることを知らせるマークです。

おもな施設の休日

施設名 電話番号 休日期間

和歌山城天守閣
※１/１水は６時～ 17 時 30 分
　まで開城（入場 17 時まで）。　
　１/２木から平常どおり。

422-8979 12/11 水（臨時休館）
12/29 日～ 31 火

西之丸庭園（紅葉渓庭園） ー 12/29 日～ 31 火

紅松庵（西之丸庭園茶室） ー 12/29 日～１/ ３金

岡公園茶室 ー 12/29 日～１/ ３金

わかやま歴史館（歴史展示室） ー 12/29 日～ 31 火

市民図書館西分館 455-3210 12/29 日～１/ ３金

市立博物館 423-0003 12/29 日～１/ ３金

こども科学館 432-0002 12/29 日～１/ ３金

市民会館 432-1212 12/29 日～１/ ３金

西庄ふれあいの郷
　ハーブ園
　ゲートゴルフ場

456-3533
456-3566 12/29 日～１/ ３金

施設名 電話番号 休日期間

四季の郷公園 478-0070 12/29 日～１/ ３金

水産振興事務所 447-0327 12/29 日～１/ ３金

防災学習センター 423-0119 12/28 土～１/ ４土

東部コミュニティセンター 475-0020

12/29 日～１/ ３金

河南コミュニティセンター 477-6522

河西コミュニティセンター 480-1171

河北コミュニティセンター 480-3610

中央コミュニティセンター 402-2678

北コミュニティセンター 464-3031

南コミュニティセンター 494-3755

紀和駅前自転車等保管所 422-4100 12/29 日～１/ ３金

城北公園地下駐車場 433-8141 １/ １水～３金

中央駐車場 432-5309 １/ １水～３金

年末年始のおしらせ


