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　年末年始の市役所や各施設の業務は下表１の
とおりです。
　休み中、戸籍に関する届は市民課でお預かり
します。住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本
の発行、住民異動届、印鑑登録、マイナンバー
カード、パスポートに関する手続きはできませ
ん。ただし、コンビニ交付はご利用できます。
道路での水道管からの漏水など、緊急の場合

は休業中でも市役所へご連絡ください。
問市役所大代表 423－ 2121

■ごみ・し尿の収集
　普通ごみ、空きビン・空きカン・ペットボト
ル、プラスチック製容器包装の収集日は、下表
２のとおりです。
※年末年始は通常より収集時間が早くなる場合が
ありますので、早めにごみを出してください。
▶粗大ごみの収集
　申し込みは、年内は 12 月 28 日㈬午後５時
半まで、年始は１月 4日㈬午前９時からです。
また、年内の収集は 12月 9日㈮までに申し込
んでください。
申粗大ごみ受け付け電話へ 433－ 0053
▶し尿の収集
　年内は 12 月 30 日㈮午前中まで、年始は１
月４日㈬から平常通り収集します。
　臨時収集が必要な場合は、12 月 23 日㈮午
前中までに直接、収集業者に連絡してください
（臨時料金が必要です）。
問廃棄物対策課 423－ 1461

■岸貝クリーンセンターへのごみの搬入は
　お早めに
　年末年始の直接搬入受け付けは下表３のとお
りです。搬入不可の物がありますので、ホーム
ページで確認していただくか、事前にお問い合
わせください。搬入時は必ずシートなどで荷台
を覆ってください。
　年末年始は混雑します。急を要する場合のみ
ご利用ください。
料金70㎏以下は 1,000 円、70㎏を超えると 10
㎏につき 120 円を加算
問岸和田市貝塚市清掃施設組合 436－ 5389

■ホールなどの貸館抽選
▶マドカホール
対象月令和6年１月分
抽選１月６日㈮午前９時
問マドカホール 443－ 3800
▶南海浪切ホール
対象月令和6年１月分
抽選１月６日㈮午前 10時
問南海浪切ホール 439－ 4173
▶自泉会館
対象月令和5年７月分
抽選１月６日㈮午前９時
問自泉会館 423－ 9743

■小児救急、歯科診療（表A、表B）
■市民病院　 445 － 1000
　年末の外来診療は、12月 28日㈬まで行います。また、
年始は1月 4日㈬から開始します。
◎救急診療の受け付け
▶内科・外科（急患のみ）…12 月 28 日㈬午後５時～
１月 4日㈬午前８時 45分
▶小児科…表Ａ参照
■適切な医療機関がわからない場合
　突然のケガや病気で、すぐ病院に行くべきか、救急車を
呼ぶべきか判断に迷った時は、下記に電話してください。
▶救急安心センターおおさか（365 日 24 時間）…＃
7119、または 06 － 6582 － 7119（症状に応じた
救急病院の案内も行います）
▶小児救急電話相談（365 日午後 7時～翌午前８時）
…＃ 8000、または 06－ 6765－ 3650
■新型コロナ受診相談センター（24時間）　
 06－ 7166－ 9911  06－ 6944－ 7579

年末年始の救急医療（小児救急、歯科診療、市民病院）

年末

12/20 ㈫～ 30 ㈮９時～ 17時
（24㈯・25㈰も受け付け）

12/31 ㈯９時～ 12時

年始

1/1 ㈷～ 3㈫休業

1/4 ㈬・5㈭９時～ 17時

1/6 ㈮～通常通り
（祝日を含む月～金曜日 13時～ 17時）

※搬入時に「一般廃棄物搬入申請書」と本人確認が
できるもの（運転免許証など）が必要です。

※終了時間の30分前までに入場してください。

【表3】岸貝クリーンセンター年末年始直接搬入受付

【表Ａ】小児救急輪番体制
日程 医療機関 時間

12/29 ㈭
～ 1/3 ㈫

泉州北部小児初期救急広域センター
（荒木町1丁目    443 － 5940）

  9 時～12時
13 時～16 時
17時～22時

12/29 ㈭ 岸和田市民病院
（額原町　 445 － 1000）

23 時
    ～翌 6 時

12/30 ㈮ 市立貝塚病院
（貝塚市堀3丁目　 422－5865）

12/31 ㈯
和泉市立総合医療センター
（和泉市和気町 4丁目　 0725 －
41－1331）

1/1 ㈷ 大阪母子医療センター（和泉市室
堂町　 0725 －56－1220）

1/2 ㉁ 阪南市民病院
（阪南市下出　 471 － 3321）

1/3 ㈫ 和泉市立総合医療センター

※上記以外の休日診療は、岸和田市民病院ホームページの「泉
州小児救急診療体制」をご確認ください。

【表Ｂ】歯科輪番体制
日程 医療機関

12/29 ㈭ うえだ歯科医院（尾生町 5
丁目　 441 － 4618）

12/30 ㈮ 竹内デンタルオフィス（加守
町1丁目　 423 － 4300）

12/31 ㈯
はしもと歯科クリニック
（荒木町 2丁目　 448 －
5755）

1/1 ㈷ ふじさわ歯科医院
（山直中町  445－2009）

1/2 ㉁ 髙橋歯科診療所（加守町 1
丁目　 430 － 4618）

1/3 ㈫ ゆば歯科医院
（東ヶ丘町   444－9944）

時間：9 時～11時、13 時～15時

※来院前に必ず電話でご確認く
ださい。来院時は健康保険証
を忘れずにお持ちください。

年末は 12月 28 日㈬まで、年始は 1月 4日㈬から
市役所の業務案内

【表2】ごみ収集日
普通ごみ

収集日 年末 年始
月・木曜日 12/29 ㈭ 1/5 ㈭
火・金曜日 12/30 ㈮ 1/6 ㈮
水・土曜日 12/28 ㈬ 1/4 ㈬

空きビン・空きカン・ペットボトル
収集日 年末 年始
水曜日 12/28 ㈬ 1/4 ㈬
木曜日 12/29 ㈭ 1/5 ㈭
金曜日 12/30 ㈮ 1/6 ㈮

プラスチック製容器包装
収集日 年末 年始
月曜日 12/26 ㈪ 1/9 ㈷
火曜日 12/27 ㈫ 1/10 ㈫
水曜日 12/28 ㈬ 1/4 ㈬
木曜日 12/29 ㈭ 1/5 ㈭
金曜日 12/30 ㈮ 1/6 ㈮

施設名 年末 年始
・自然資料館 12/27 ㈫まで 1/4 ㈬から
・市役所
・山滝支所
・サービスセンター
・男女共同参画センター
・消費生活センター　
・保健センター
・総合通園センター
・ 子育て支援センター
  さくらだい
・市立保育所
・福祉総合センター
・高齢者ふれあいセンター
　朝陽
・岸和田城
・だんじり会館
・ まちづくりの館
・二の丸広場観光交流センター
・市営駐車場
・公民館・青少年会館
・図書館
・中央体育館
・大沢山荘
・岸和田駅前観光案内所
・撤去自転車等専用駐車場

12/28 ㈬まで 1/4 ㈬から

・ 岸和田地域
  子育て支援センター 12/28 ㈬まで 1/5 ㈭から

・マドカホール
・自泉会館 12/28 ㈬まで 1/6 ㈮から

・南海浪切ホール 12/28 ㈬まで 1/3 ㈫から
・総合体育館 12/30 ㈮まで 1/3 ㈫から
・斎場 12/31 ㈯まで 1/2 ㉁から
・市営自転車等駐車場
（鉄道各駅） 12/31 ㈯まで 1/4 ㈬から

【表1】主な施設の業務


