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診 療 期 間

情報館

年末年始の市役所の業務

ごみのご案内

人 事 課

382-9037　 382-2219

jinji@city.suzuka.lg.jp

廃棄物対策課

382-7609　 382-2214

haikibutsutaisaku@city.

suzuka.lg.jp

　市役所は、特定の機関や施設を除

いて、12 月 29 日㈭から 1月 3日㈫

まで休みとなり、また、市の清掃業

務の一部も休業します。ここでは、

年末年始の市の業務、ごみの収集な

どについてお知らせします。

急な子どもの病気や
けがの相談

（みえ子ども医療ダイヤル）

　夜間、急な子どもの病気や事故、

薬に関する心配ごとについて、医

療関係の専門相談員が年末年始も

電話相談に応じます。内容につい

て秘密は守られますので、気軽に

ご相談ください。

●対象者

●時間

●電話番号

●コールセンター

●医療ネットみえ（パソコン版）

●医療ネットみえ（携帯電話版）

●自動音声・ファクス

●戸籍関係の届け

●斎苑・霊きゅう車

●住民票の交付

●

18 歳未満の子どもとその家族

毎日 19 時 30 分～翌朝 8時

＃8 0 0 0 番

（携帯電話でも利用可能）

※ダイヤル式・ＩＰ電話の場合は、　

059-232-9955

けがや病気のときは・・・
  （三重県救急医療
         情報システム）

  けがや急病などで、救急車を呼

ぶほどではないが、どうしてもす

ぐに治療を受けたいときは「三重

県救急医療情報システム」が、24

時間体制で受診可能な医療機関を

紹介します。案内を受けたら、必

ず紹介された医療機関へ、電話な

どで確認してからお出掛けくださ

い。

   382-1199（いい救急）

　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/

　http://www.qq.pref.mie.jp/k/

0800 -100 -1199（無料）

鈴鹿市応急診療所を
受診するときは・・・

※事前に必ず電話などで症状の連

絡をして、受診可能かを確認の上

、健康保険証、診療代、お薬手帳

、福祉医療費受給資格証などを忘

れずに持参してください。年末年

始は大変混雑しますので、早めの

かかりつけ医への受診を心掛けて

ください。

受 付 時 間
昼間　9 時～ 16 時

夜間　19 時～ 22 時

診 療 科 目
昼間　内科・小児科・歯科

夜間　内科・小児科

12 月 30 日 ( 金 ) ～ 1 月 3 日 ( 火 )

※午前と午後の診察の間に

休憩時間があります。

電　話　382-5066

ファクス　382-7740

戸籍などの届出は・・・
　死亡届などの戸籍関係の届けや

、斎苑・霊きゅう車の使用申込み

（予約受付）は、市の中央管理防

災センターで受け付けます。あら

かじめ電話で確認の上、市役所本

館北通用口の中央管理防災センタ

ー（　382-1100）へお越しくださ

い。

  12 月 28 日㈬までにあらかじめ

戸籍住民課（　382-9013）へご相

談ください。書類に不備があると

受理できなかったり、処理が遅れ

ることがあります。

年　末　12 月 31 日㈯ 15 時火葬

開始分まで　　

年　始　1月 2日（月・休）から

　12 月 28 日㈬ 16 時 30 分までに

戸籍住民課（  382-9211）へ予約

しておくと、年末・年始でも希望

する各消防署、および各分署で受

け取ることができます。

※ただし、予約請求できるのは本人

または同一世帯の方のみです。受

け取りの際は運転免許証などの本

人確認ができるものをお持ちくだ

さい。

年末年始のごみ収集
※必ず収集日の朝 8 時までに出して

ください（収集時間が大幅に変更

される場合があります）。
年末年始のごみ収集

粗大ごみの戸別収集
※年末の収集が終わってからは、ごみは集積所に出さないでください。景観を損ねる上、カラスやネコなどが集積所を荒らす原因になります。

年末（業務終了日）

その他の地区

第1、第3火曜日地区

全地区

全地区

金曜日地区

木曜日地区

火曜日地区

月曜日地区

火・金曜日地区

月・木曜日地区

地　　　区

資源ごみＢ

資源ごみＡ

もやせないごみ

プラスチックごみ

もやせるごみ

ごみの種類 年始（業務開始日）
1月5日㈭

1月6日㈮

1月10日㈫

1月5日㈭

1月6日㈮

1月17日㈫

通常どおり

通常どおり

1月9日（月・祝）

通常どおり

12月29日㈭

12月30日㈮

12月26日㈪

12月27日㈫

12月22日㈭

12月23日（金・祝）

通常どおり

通常どおり

通常どおり

通常どおり

第1、第3月曜日地区 1月16日㈪通常どおり

…必ず収集日の朝8時までに出してください（収集時間が大幅に変更される場合があります）。

粗大ごみの戸別収集
　有料（1点につき粗大ごみ処理

券 1枚 200 円）で、自宅まで粗大

ごみの収集に伺います。電話で粗

大ごみ受付センター（  382-7646

）へ申し込んでください。

年　末　12 月 28 日㈬まで

年　始　1 月 4 日㈬から

受付時間　月～金曜日（祝日を除

く）8時 30 分～ 17 時 15 分

※年末は大変混雑しますので、お早

めにお申し込みください。

※収集が 1 月になる場合があります。

ごみの搬入
　大掃除などで大量に発生したご

みや、収集日を過ぎてからどうし

ても処理したいごみがあるときは

、直接処理施設へ搬入してくださ

い。例年、12 月 24 日㈯以降は大変

混雑し、待ち時間が 1時間以上に

なる場合があります。できるだけ、

早い時期に搬入してください。

※混合ごみは受付できません。分別

して搬入してください。

※少量の家庭ごみは集積所を利用し

てください。

※各施設へ車でごみを運ぶときは、

落下や飛散に注意してください。

※ガソリン・灯油、タイヤ、ペンキ、

エンジンオイル、農薬・劇薬、消

火器、プロパンガスボンベ、火薬、

オイルヒータ－などは、市の施設

で処理できないごみですので、販

売店などに相談してください。（ガ

ソリン・灯油の空のポリタンクは

処理できます）

不燃物リサイクルセンター

国分町 1700 番地

374-4141　374-4619

●

清掃センター

御薗町 3688 番地

372-1646　372-1406

年　末　12 月 30 日㈮ 16 時まで

（事業系ごみは 12 月 27 日㈫ 16

時まで）　

年　始　1月 4日㈬（事業系ごみ

は５日㈭）9時から　

受付時間　月～土曜日（事業系ご

みは月・火・木・金曜日（祝日

を除く））9時～ 12 時、13 時～

16 時

ごみの種類　「プラスチックごみ」

、「もやせないごみ」、「不燃性

の粗大ごみ」、「有害ごみ」、あ

きかん・あきびん・ペットボト

ル・古紙・衣類の「資源ごみ」、

電化製品（洗濯機、衣類乾燥機

、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、

テレビを除く）土砂、ガレキ、

コンクリート片など（40cm 角

以内のもの、各種一輪車一杯程

度）

年　末　12 月 30 日㈮ 16 時ま

年　始　1月 4日㈬ 9時から

※清掃センターでは、12 月 30 日

   ( 金 ) に限り、近隣の搬入道路の交

通規制を行います。詳しくは 13 ペ

ージの「お知らせ」をご覧ください。

※事業系ごみは、12 月 27 日 ( 火 )

   16 時まで（破砕が必要なものは

15 時 30 分まで）、生ごみなどの

腐敗性廃棄物は 12 月 30 日 ( 金 )

   16 時まで

受付時間　月～土曜日　9時～ 12

時、13 時～ 16 時

  （事業系ごみは、月曜日 9時 30

分～ 12 時、13 時 30 分～ 16 時

、火～金曜日 9時～ 12 時、13

時～ 16 時）

ごみの種類　「もやせるごみ」、「

可燃性の粗大ごみ」、古紙・衣

類の「資源ごみ」

水道が故障したら・・・

　水道が故障したときは、ＳＳО

修理センター共同企業体（　382-

4850　24 時間電話受付）か、近く

の市指定給水装置工事事業者へ

ご連絡ください。指定給水装置工

事事業者は、市ホームページに掲

載しています。

http://www.city.suzuka.lg.jp/

life/benri/8505.html

し尿のくみ取り

年　末　12 月 29 日㈭まで　

年　始　1 月 4 日㈬から

※くみ取りの申し込みは、担当業者ま

たは鈴鹿市清掃協同組合（    382

    -3331）へご連絡ください。くみ

取りの担当業者は、市ホームページ

に掲載しています。

http://www.city.suzuka.lg.jp/

life/benri/8201.html
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