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おもな市施設の休日
施設名 電話 休日期間

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

422-8979 12/29水～31金

西之丸庭園（紅葉渓庭園） ー 12/29水～31金

御橋廊下 ー 12/29水～31金

茶室紅松庵・岡公園茶室 ー 12/29水～１/３月

わかやま歴史館（歴史展示室） 435-1044 12/29水～31金

市民図書館西分館
※市民図書館本館（キーノ和歌
　山併設）は年中無休

455-3210 12/29水～１/３月

和歌山城ホール 432-1212 12/29水～１/３月

市立博物館 423-0003 12/29水～１/３月

こども科学館 432-0002 12/29水～１/３月

防災学習センター 423-0119 12/27月～１/４火

地域フロンティアセンター 402-1213 12/29水～１/３月

国保年金課窓口業務
年末 12 月 28 日火まで平常どおり

【国民健康保険】29 日水・30 日木は 12 時まで
【国民年金】28 日火まで　※年金事務所休業のため

年始 １月４日火から平常どおり

市役所の一般業務（一部を除く）
年末 12 月 28 日火まで

年始 １月４日火から

検査受付について（食品中の細菌・理化学検査、検便検査等）

年末 12月22日水まで

年始 １月４日火から平常どおり
　※検査受付時間：月・火・水８時 30 分～ 12 時（祝日除く）
　　各検査は有料です。詳細は市 HP（ID:1006526）

自動交付機（住民票写し、印鑑証明書）
・本庁舎１階　▶８時 30 分～ 17 時 15 分
・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９時～ 17 時）

年末 12月30日木まで

年始 １月４日火から
※加太支所設置分は 12 月 28 日火まで年始は１月４日火から
※利用には「わかやまカード」と暗証番号が必要です
※令和 4 年３月 31 日木をもって自動交付機のサービスを終了します

戸籍・印鑑・住民登録などの窓口業務
・市民課（本庁舎１階）
・各サービスセンター（東部・河南・河西・河北・中央・北・南）

年末 12月28日火まで平常どおり
※ 29 日水・30 日木は 12 時まで

年始 １月４日火から平常どおり
※マイナンバーカードに関する業務など、一部取扱いできな
　い業務があります。
※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。

施設名 電話 休日期間
四季の郷公園 478-0070 12/29水～１/３月

西庄ふれあいの郷
　ハーブ園
　ゲートゴルフ場

456-3533
456-3566

12/28火～１/４火

東部コミュニティセンター 475-0020

12/29水～１/３月

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

城北公園地下駐車場 433-8141 １/１土～３月

紀和駅前自転車等保管所 422-4100 12/29水～１/３月

市民温水プール 455-8022 12/29水～１/７金

●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 12/30 木 １/６ 木
火・金コース 12/31 金 １/４ 火

●「かん・びん」「ペットボトル・紙・布」の分別収集
コース 12/22 第4水 12/29 第5水 １/５ 第1水

🅰 ペットボトル
紙・布

ペットボトル
紙・布 かん・びん

🅱 かん・びん ペットボトル
紙・布

ペットボトル
紙・布

🅰・・・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
🅱・・・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
※ 1 月１日土～３日月まで家庭ごみ・資源の収集を行っ
　ていません

ごみ等の収集・搬入

●青
（ 青 岸 ク リ ー ン セ ン タ ー 隣 ）

岸ストックヤードへのごみの自己搬入

搬入時間 ▶月～土９時～ 15 時 30 分
年末　12 月 30 日木まで

年始　１月４日火から平常どおり
自己搬入について　※受入基準は市 HP（ID：1005228）
① 年末は 12 月中旬から非常に混雑するため、早い時期に搬入し

てください。一般ごみ・燃える粗大ごみ・燃えない粗大ごみ
に必ず分別してください。

② 日曜の搬入は通常行っていませんが、家庭ごみに限り 12 月
26 日日 9 時～ 15 時 30 分は搬入できます。

③ 小型家電は年２回の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・西事務所は電話予約が必要です

●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８時 30 分～ 16 時　※祝日除く

年末　12月28日火まで
年始　１月４日火から平常どおり
※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収集運搬許可業者（有料）に収集依
　頼する場合は、直接許可業者にお問い合わせください。

市役所は 12 月 29 日水から１月３日月１月３日月までお休みお休みします。します。
ご不便をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いします。ご不便をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いします。
※一部の業務は休日が異なりますのでご確認ください
　市 HP（ID：1025900）問 和歌山市役所 ☎ 432-0001（代表）

斎場
【書類受付】 年末・年始も平常どおり

【斎場（火葬・式場）の使用】 １月１日土は休み

●犬・猫など小動物の死体収集
【電話での収集依頼の場合】

受付時間 ▶月～金８時 30 分～ 16 時　※祝日除く
年末　12 月 28 日火まで 粗大ごみ受付センター  で受付 
　　　12 月 29 日水～ 31 日金は 青岸エネルギーセンター  で受付 
　　　※ 31 日金は 12 時まで
年始　１月４日火から平常どおり 粗大ごみ受付センター  で受付

【小動物の死体の搬入の場合】受付時間 ▶月～土９時～ 17 時
年末　12月31日金 17 時まで 青岸エネルギーセンター  で受付

年始　１月４日火から平常どおり 青岸エネルギーセンター  で受付

問一般廃棄物課 ☎ 435-1352　青岸エネルギーセンター ☎ 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

発熱等の症状がある方は、事前にかか
りつけ医等、地域の身近な医療機関に
電話で症状を伝え、マスクをして受診
をお願いします。

かかりつけ医がなく、どこを受診した
らいいかわからない場合は受診相談窓口にご相談ください。相談
内容により診療・検査体制の整った医療機関へおつなぎします。

発熱等の症状のある方の受診・相談について

※事前に電話で症状を伝え、マスクを
して受診してください

診療時間外で急を要する場合
救急車を呼んだ方がいいのかわからない場合
どこの病院にいけばいいのかわからない場合　など

受診相談窓口 相談受付時間

和歌山県新型コロナウイルス
感染症専用相談窓口
☎ 441-2170・FAX 431-1800

全日（土日祝含む）：９時～21時

和歌山市新型コロナウイルス
感染症健康相談窓口
☎ 488-5112・FAX 431-9980

平日：９時～17時45分
※12/29水～１/３月は休み

▶救急案内ダイヤル
　和歌山県救急医療情報センター ☎ 426-1199

（24 時間対応）

���

和歌山市
夜間・休日応急診療センター

☎ 425-8181☎ 425-8181

（吹上５-２-15）

年末・年始
急な病気のときは…

コンビニ交付（　　　　　　　　　）
年末 12月28日火まで
年始 １月４日火から

※利用には「マイナンバーカード」と暗証番号が必要です

住民票写し、印鑑証明書、戸籍謄本・抄本
戸籍の附票写し、課税・非課税証明書

※詳細・その他施設は市 HP（ID：1000070）

問衛生研究所 ☎453-0055

診療科目 診療日時

内科・
　　小児科

12/29 水 12/30 木～１/ ３月

19 時～翌６時
10 時～12 時 
13 時～17 時
19 時～翌６時

耳鼻咽喉科 19 時～翌６時 13 時～17 時
19 時～翌６時

歯科
☎ 428-3588

12/29 水～１/ ４火
10 時～12 時、13 時～15 時


