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下表の　　　  は休みです。

主な業務一覧　詳しくはお問い合わせください。（市役所本庁閉庁時の連絡先／☎�２１１６）

区　　　　分
１２月 １月

問い合わせ
２８㈪ ２９㈫ ３０㈬ ３１㈭ １㈮ ２㈯ ３㈰ ４㈪ ５㈫

窓
口

一般業務・出張所・連絡所 総務課 ☎�２１１１内線 434
戸籍の届出等 市民生活課 ☎�２１１１内線 162
水道 水道課 ☎�２１１１内線 650

施
　
設
　
等

サンビームやない ☎�０１１１
アクティブやない ☎�００８１
市文化福祉会館 　 中央公民館 ☎�０６８０
やない市民活動センター ☎�３５３５
バタフライアリーナ（市体育館） 　 ☎�０８３０
ビジコム柳井スタジアム 　 ☎�１１８９
武道館 ☎�３３８３
柳井図書館 　 ☎�０６２８
大畠図書館 　 ☎�２２２６
大畠郷土民俗資料館 　

生涯学習・スポーツ推進課　    
☎�２１１１内線 331

月性展示館 　
町並み資料館 　 　
しらかべ学遊館
白壁ふれあい広場 　 　 柳井市観光協会 ☎�３６５５
やない西蔵 ☎�２４９０
柳井ウェルネスパーク

☎� 0025
アクアヒルやない 　
やまぐちフラワーランド ☎�１１８７
大畠観光センター 午前のみ 大畠産業振興協会 ☎�２４１４
ふれあいどころ４３７ ☎�５４３７

年末年始の主な業務の休みは
１２月２９日火～平成２８年１月３日日

ごみの収集　年末年始は、通常と収集日・受付時間等が異なる場合があります。ご注意ください。

区　　　　分
１２月 １月

備考・問い合わせ
28 ㈪ 29 ㈫ 30 ㈬ 31 ㈭ １㈮ ２㈯ ３㈰ ４㈪

ご
み
の
収
集

定
期
収
集

可燃ごみ
⺼㊍収集 通常 通常 ※①　伊保庄地区の黒島下より阿月側

の地区と旭ヶ丘は1/1の収集をお休み
し、12/28 ㈪に収集します。
※②　伊陸地区は1/1の収集をお休み
し、12/28 ㈪に収集します。
※③　日積地区は1/1の収集をお休み
し、12/29 ㈫に収集します。
市民生活課
☎�２１１１内線 165,166

㊋㊎収集 通常

不燃ごみ・ビン・乾電池 　

ペットボトル ※① 通常

カン・金属類 ※② 通常

古紙 ※③ 通常

直
接
持
込
・
有
料

可
燃
ご
み

清掃センター
通常

どおり

8:30
-12:00
13:00
-16:30

時間
変更

8:30
-12:00
13:00
-16:00

時間
変更

8:30
-12:00
13:00
-16:00

通常
どおり

8:30
-12:00
13:00
-16:30

年末は大変混雑します。粗大ごみの持ち
込みはできるだけご遠慮ください。
周東環境衛生組合清掃センター
☎�２２７０

不
燃
ご
み

不燃物処理場 
（不燃性粗大ごみを
含む）

年末は大変混雑します。粗大ごみの持ち
込みはできるだけご遠慮ください。
不燃物処理場
☎�６３０６

粗大ごみ戸別収集
（有料・予約制） 通常 通常

1/1（第１㈮）が戸別収集日の地域は、
1/4 ㈪に収集します。
不燃物処理場
☎�６３０６

出生・死亡などの届出は本庁宿直（正面玄関右側）へ
故障の場合は市指定水道工事協同組合（☎ 090-9505-1140）へ

２６㈯から休園



3 人が輝く・夢が生まれる　瀬戸内のふれあい元気都市

かかりつけ医の診療予定を
　　　　　　　確認しておきましょう
　年末年始（１２月３０日水～１月３日日）は、ほとん
どの医療機関が休診します。かかりつけ医の診療予定
を確認し、早めの受診に心がけましょう。

年末年始に診療予定の
　　　　　　医療機関（柳井医師会所属）
●問い合わせ　健康増進課　☎�１１９０

１２月２８日月

午前のみ／坂本病院、柊診療所、政井医院、野田整形
外科クリニック、たじり皮フ科医院（受付 11時まで）

午前・午後／ウェルネスクリニック、うつみ内科クリニッ
ク、河谷内科医院、河内山医院、坂本医院、神出内科
医院、浜田内科循環器科、増本クリニック、まつばら内
科・胃腸科、南町内科循環器科、恵愛会柳井病院、キャ
プテンキッズクリニック、最所クリニック、久米医院、
小泉医院、小林外科胃腸科、新郷外科、松井クリニッ
ク、吉田クリニック、おりたクリニック、弘田脳神経外科、
桑原整形外科、こうだクリニック、柳井皮フ科、吉浦耳
鼻咽喉科医院、志熊眼科、藤本眼科、優クリニック

１２月２９日火
午前のみ／ウェルネスクリニック、坂本病院、坂本医院、
小林外科胃腸科、吉田クリニック（10 時まで）、こうだ
クリニック、藤本眼科

午前・午後／河谷内科医院、浜田内科循環器科、まつ
ばら内科・胃腸科、キャプテンキッズクリニック、最所
クリニック、久米医院、松井クリニック、弘田脳神経外科、
桑原整形外科、優クリニック

１２月３０日水

午前のみ／最所クリニック、久米医院、桑原整形外科

午前・午後／松井クリニック（応急医として診療）

１月３日日
午前・午後／松井クリニック（応急医として診療）

１月４日月
午前のみ／坂本病院、柊診療所、政井医院

午前・午後／ウェルネスクリニック、河谷内科医院、坂
本医院、神出内科医院、浜田内科循環器科、増本クリニッ
ク、まつばら内科・胃腸科、南町内科循環器科、恵愛会
柳井病院、キャプテンキッズクリニック、最所クリニック、
久米医院、小泉医院、新郷外科、松井クリニック、吉田
クリニック、弘田脳神経外科、野田整形外科クリニック、
こうだクリニック、柳井皮フ科、たじり皮フ科医院、吉
浦耳鼻咽喉科医院、志熊眼科、藤本眼科

年末年始を元気に過ごすために
１月５日火

午前のみ／坂本病院、神出内科医院、柊診療所

午前・午後／ウェルネスクリニック、うつみ内科クリニッ
ク、河谷内科医院、河内山医院、坂本医院、浜田内科
循環器科、政井医院、増本クリニック、まつばら内科・
胃腸科、南町内科循環器科、恵愛会柳井病院、キャプ
テンキッズクリニック、最所クリニック、久米医院、小
泉医院、小林外科胃腸科、新郷外科、松井クリニック、
吉田クリニック、おりたクリニック、弘田脳神経外科、
桑原整形外科、野田整形外科クリニック、こうだクリニッ
ク、柳井皮フ科、たじり皮フ科医院、吉浦耳鼻咽喉科
医院、志熊眼科、藤本眼科、優クリニック

休日夜間応急診療所の利用にあたって　

　休日夜間応急診療所は応急的診療のため、専門的な
診療や検査を受けられないことがあります。また、年
末年始には大変混雑し、待ち時間が長くなりますので
ご了承ください。

休日夜間応急診療所の年末年始の診療日
●問い合わせ
　休日夜間応急診療所　☎�９００１（診療時間中のみ）

１２月３０日水・３１日木、１月１日金・２日土・３日日
診療時間／  ９時～１２時（受付は１１時３０分まで）
　　　　　１３時～１７時（受付は１６時３０分まで）

１２月 28 日月・29 日火、１月 4 日月・5 日火
診療時間／１９時～２２時（受付は２１時３０分まで）

１月の４００ml 献血

６水
10:00 ～ 11:45 柳井市役所
13:00 ～ 16:00 　　〃

９土
9:30 ～ 12:00 イズミゆめタウン柳井

13:15 ～ 16:00 〃

●問い合わせ　市保健センター　☎� 1190

水道修理連絡先（市指定水道工事協同組合）
☎０９０（９５０５）１１４０ 　　　

　電話がつながりにくい場合は、長めに呼び出す
か、しばらくして電話をお掛け直しください。
市指定水道工事協同組合（下記加盟業者・順不同）
河本設備工業㈱ ベルダ㈱
㈲笹木設備 ミヤハラ設備㈱
トオル電気㈱ ㈱安原設備工業
日昭住設㈱ ㈱一山電業

夜間平日 祝日土


