
暮　ら　し

子供・高齢者・障害者

文　　化

スポーツ

産　　業

暮　ら　し

子　　供

文　　化

スポーツ

産　　業

　下の表のとおり、住民票の写し・印鑑登録証明書の自動交付機を休止

します。自動交付機の使用には、暗証番号を登録した市民カードを持参

してください。カードを持っていない方は、事前の手続きが必要です。

【詳細】市民課　25・6204

証明書自動交付機の休止のお知らせ

　休止　　 午前９時～午後８時 ※いずれも１通につき350円の手数料が必要。

総合庁舎、おぴった

住民センター（東部・永山）、
地区センター（末広・忠和・春光台）

緑が丘住民センター

設　置　場　所 12/29㈮12/28㈭ １/５㈮
12/30㈯
～１/４㈭

●市立旭川病院外来診療

●ＣｏＣｏＤｅ

●市民生活館、近文生活館

●あつま～る

●住民センター

　（東部・北部・永山・神居）

●地区センター

　（末広・忠和・啓明・北星）

　

●ASOBI～BA

●児童センター

●子ども総合相談センター

●カムイの杜公園

●おぴった（プールは２／28㈬まで休業）

●老人福祉センター

●いきいきセンター

●近文市民ふれあいセンター

　

●嵐山公園センター

●緑のセンター

●博物館

●彫刻美術館

●彫刻美術館ステーションギャラリー

●国際交流センター

●井上靖記念館

●旭川文学資料館

　

●大成市民センター体育館

●東豊公園体育館

●忠和公園体育館

　

●農村地域センター（西神楽・東旭川

　・旭正・永山・東鷹栖）

●農業センター

●まちなか交流館

●旭川聖苑＝１／１㈪・２㈫

●ときわ市民ホール＝12／28㈭～１／４㈭

●勤労者福祉会館、勤労者体育センター＝12／28㈭～１／４㈭

●サン・アザレア＝12／28㈭～１／４㈭

●地区センター（豊岡・春光台）＝12／31㈰～１／３㈬

●地区センター（神楽岡）＝12／28㈭～１／４㈭

●地区センター（新旭川）＝12／29㈮～１／４㈭

●７条駐車場＝12／31㈰～１／３㈬

　

●もりもりパーク＝１／１㈪（12／31㈰は９：00～16：00）

　

●科学館＝12／30㈯～１／１㈪、１／３㈬・４㈭

●旭山動物園＝12／30㈯～１／１㈪

●中央図書館、地区図書館＝12／29㈮～１／４㈭

※中央図書館、各地区図書館・分室では、12／15㈮～28㈭に貸し出す資料の返却

　期限を延長。詳しくは各館。

　

●総合体育館＝12／29㈮～１／４㈭

●大雪アリーナ＝12／31㈰、１／１㈪（12／30㈯、１／２㈫は17：00まで）

●東部スケートリンク＝12／31㈰、１／１㈪（12／30㈯は17：00まで）

●東地区体育センター＝12／31㈰～１／３㈬（12／30㈯は17：00まで）

●花咲スポーツ公園スケート場＝12／31㈰、１／１㈪

　

●道の駅あさひかわ＝１／１㈪・２㈫

　（12／31㈰は15：00まで、１／３㈬は17：00まで）

●観光物産情報センター＝12／31㈰～１／２㈫

　ごみの収集の休みは、12月30日㈯～１月４日㈭です。また、クリーンセンター、近文

リサイクルプラザ、粗大ごみ・せん定枝の受付も休みます。ただし、４日は月・木曜日に

「燃やせるごみ」の収集を行っている地域（家庭ごみ分別収集カレンダーパターン２－Ａ

・２－Ｂ・３－Ａ・３－Ｂ）のみ「燃やせるごみ」を収集します。収集が休みの日は、ご

みステーションにごみを出さないでください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【詳細】クリーンセンター　36・2213
　

　廃棄物処分場（江丹別町芳野）の休みは、12月31日㈰～３日㈬です。自己搬入できるご

みや手数料などについては、問い合わせを。　　　　【詳細】廃棄物処分場　59・4646

　

　し尿収集の休みは、12月30日㈯～１月４日㈭です。【詳細】廃棄物処理課　25・6356

　夜間（午後７時～翌朝８時・年中無休）の子供の急病やけがの相談に、小児科

医や看護師が応じます。

　短縮ダイヤル＃8000　

　ダイヤル回線からは　011・232・1599

　

　北海道救急医療情報案内センターで24時間、内科・小児科・外科

の当番医を電話案内している他、旭川市医師会　に掲載しています。

　固定電話からはフリーダイヤル　0120・20・8699

　携帯電話からは　011・221・8699

当番医診療時間帯　

●12月30日㈯～１月３日㈬＝午前９時～翌朝８時

●１月４日㈭＝午後６時～翌朝８時（小児科は午後７時から）

※内科・小児科は、毎日午後10時～翌朝８時＝夜間急病センター（金星町１　　

　　25・0297）で診療します。
　

　道北口腔保健センター（金星町１　　22・2290）で診療します。

●12月29日㈮～１月３日㈬＝午前９時～午後４時

※障害のため、一般の歯科診療所で治療ができない方は予約が必要。

　12月30日㈯～１月４日㈭の水道

料金の支払い、漏水や水道管の破裂、

トラブル等の相談を受け付けます。

水道局お客様センター　24・3163

水道に関する

問い合わせ

マイナンバーカード取扱業務の一時休止のお知らせ

ごみ・し尿収集 施設の休み

休日や夜間等の救急・歯科診療 【詳細】保健総務課　25・6354

当番医や夜間急病センター

は、急病に対応するもので

す。不要不急の利用は控え

てください

いずれの診療も、健康保険証・各種医療費受給者証・診療費等を必ず持参してください

し 尿 収 集

当番医の電話案内

休日等の救急歯科

廃棄物処分場

ごみの収集

　12月29日㈮は、次の業務を休止します。

●マイナンバーカードの受取りや再発行等の申請

●マイナンバー通知カードの再発行（市に戻されたカードの受取りは可）

●電子証明書の発行等　●住民基本台帳カードに係る手続き　

●住民票の広域交付　　　　　　　　【詳細】市民課　25・6204　

市役所各庁舎、各支所・出張所

12／30㈯～１／４㈭
左記の期間以外に休みとなる施設・休み

市役所と休みが同じ施設

　市では12月30日㈯から１月４日㈭まで、一般業務を休みます。なお、出生・死亡・

婚姻など、戸籍の届出は、休みの間も総合庁舎１階の宿日直室で24時間受け付けます。年末年始の業務案内

コ コ デ

あ そ び ー ば

もり

小児救急電話相談
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暮　ら　し

子供・高齢者・障害者

文　　化

スポーツ

産　　業

暮　ら　し

子　　供

文　　化

スポーツ

産　　業

　下の表のとおり、住民票の写し・印鑑登録証明書の自動交付機を休止

します。自動交付機の使用には、暗証番号を登録した市民カードを持参

してください。カードを持っていない方は、事前の手続きが必要です。

【詳細】市民課　25・6204

証明書自動交付機の休止のお知らせ

　休止　　 午前９時～午後８時 ※いずれも１通につき350円の手数料が必要。

総合庁舎、おぴった

住民センター（東部・永山）、
地区センター（末広・忠和・春光台）

緑が丘住民センター

設　置　場　所 12/29㈮12/28㈭ １/５㈮
12/30㈯
～１/４㈭

●市立旭川病院外来診療

●ＣｏＣｏＤｅ

●市民生活館、近文生活館

●あつま～る

●住民センター

　（東部・北部・永山・神居）

●地区センター

　（末広・忠和・啓明・北星）

　

●ASOBI～BA

●児童センター

●子ども総合相談センター

●カムイの杜公園

●おぴった（プールは２／28㈬まで休業）

●老人福祉センター

●いきいきセンター

●近文市民ふれあいセンター

　

●嵐山公園センター

●緑のセンター

●博物館

●彫刻美術館

●彫刻美術館ステーションギャラリー

●国際交流センター

●井上靖記念館

●旭川文学資料館

　

●大成市民センター体育館

●東豊公園体育館

●忠和公園体育館

　

●農村地域センター（西神楽・東旭川

　・旭正・永山・東鷹栖）

●農業センター

●まちなか交流館

●旭川聖苑＝１／１㈪・２㈫

●ときわ市民ホール＝12／28㈭～１／４㈭

●勤労者福祉会館、勤労者体育センター＝12／28㈭～１／４㈭

●サン・アザレア＝12／28㈭～１／４㈭

●地区センター（豊岡・春光台）＝12／31㈰～１／３㈬

●地区センター（神楽岡）＝12／28㈭～１／４㈭

●地区センター（新旭川）＝12／29㈮～１／４㈭

●７条駐車場＝12／31㈰～１／３㈬

　

●もりもりパーク＝１／１㈪（12／31㈰は９：00～16：00）

　

●科学館＝12／30㈯～１／１㈪、１／３㈬・４㈭

●旭山動物園＝12／30㈯～１／１㈪

●中央図書館、地区図書館＝12／29㈮～１／４㈭

※中央図書館、各地区図書館・分室では、12／15㈮～28㈭に貸し出す資料の返却

　期限を延長。詳しくは各館。

　

●総合体育館＝12／29㈮～１／４㈭

●大雪アリーナ＝12／31㈰、１／１㈪（12／30㈯、１／２㈫は17：00まで）

●東部スケートリンク＝12／31㈰、１／１㈪（12／30㈯は17：00まで）

●東地区体育センター＝12／31㈰～１／３㈬（12／30㈯は17：00まで）

●花咲スポーツ公園スケート場＝12／31㈰、１／１㈪

　

●道の駅あさひかわ＝１／１㈪・２㈫

　（12／31㈰は15：00まで、１／３㈬は17：00まで）

●観光物産情報センター＝12／31㈰～１／２㈫

　ごみの収集の休みは、12月30日㈯～１月４日㈭です。また、クリーンセンター、近文

リサイクルプラザ、粗大ごみ・せん定枝の受付も休みます。ただし、４日は月・木曜日に

「燃やせるごみ」の収集を行っている地域（家庭ごみ分別収集カレンダーパターン２－Ａ

・２－Ｂ・３－Ａ・３－Ｂ）のみ「燃やせるごみ」を収集します。収集が休みの日は、ご

みステーションにごみを出さないでください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【詳細】クリーンセンター　36・2213
　

　廃棄物処分場（江丹別町芳野）の休みは、12月31日㈰～３日㈬です。自己搬入できるご

みや手数料などについては、問い合わせを。　　　　【詳細】廃棄物処分場　59・4646

　

　し尿収集の休みは、12月30日㈯～１月４日㈭です。【詳細】廃棄物処理課　25・6356

　夜間（午後７時～翌朝８時・年中無休）の子供の急病やけがの相談に、小児科

医や看護師が応じます。

　短縮ダイヤル＃8000　

　ダイヤル回線からは　011・232・1599

　

　北海道救急医療情報案内センターで24時間、内科・小児科・外科

の当番医を電話案内している他、旭川市医師会　に掲載しています。

　固定電話からはフリーダイヤル　0120・20・8699

　携帯電話からは　011・221・8699

当番医診療時間帯　

●12月30日㈯～１月３日㈬＝午前９時～翌朝８時

●１月４日㈭＝午後６時～翌朝８時（小児科は午後７時から）

※内科・小児科は、毎日午後10時～翌朝８時＝夜間急病センター（金星町１　　

　　25・0297）で診療します。
　

　道北口腔保健センター（金星町１　　22・2290）で診療します。

●12月29日㈮～１月３日㈬＝午前９時～午後４時

※障害のため、一般の歯科診療所で治療ができない方は予約が必要。

　12月30日㈯～１月４日㈭の水道

料金の支払い、漏水や水道管の破裂、

トラブル等の相談を受け付けます。

水道局お客様センター　24・3163

水道に関する

問い合わせ

マイナンバーカード取扱業務の一時休止のお知らせ

ごみ・し尿収集 施設の休み

休日や夜間等の救急・歯科診療 【詳細】保健総務課　25・6354

当番医や夜間急病センター

は、急病に対応するもので

す。不要不急の利用は控え

てください

いずれの診療も、健康保険証・各種医療費受給者証・診療費等を必ず持参してください

し 尿 収 集

当番医の電話案内

休日等の救急歯科

廃棄物処分場

ごみの収集

　12月29日㈮は、次の業務を休止します。

●マイナンバーカードの受取りや再発行等の申請

●マイナンバー通知カードの再発行（市に戻されたカードの受取りは可）

●電子証明書の発行等　●住民基本台帳カードに係る手続き　

●住民票の広域交付　　　　　　　　【詳細】市民課　25・6204　

市役所各庁舎、各支所・出張所

12／30㈯～１／４㈭
左記の期間以外に休みとなる施設・休み

市役所と休みが同じ施設

　市では12月30日㈯から１月４日㈭まで、一般業務を休みます。なお、出生・死亡・

婚姻など、戸籍の届出は、休みの間も総合庁舎１階の宿日直室で24時間受け付けます。年末年始の業務案内

コ コ デ

あ そ び ー ば

もり

小児救急電話相談
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