
市役所あれこれ便利電話
「おしえてコールひろしま」

年中無休 8～21時
☎082-504-0822

　医療機関の開院状況は、市HP、新聞、救急相談センター（局番なしの＃7119か、電246-
2000、毎日24時間）で確認

ひろしま市民と市政 令和2年（2020年）12月15日くらしのガイド

市役所は、12月29日㈫～1月3日㈰は休みます
●戸籍の届け出（婚姻、出生、死亡な　

　ど）は、
区役所で受け付けます

年末年始の市役所の仕事
8

家庭ごみ

し尿

　　　　　●年末は12月30日㈬まで、年始は1月4日㈪から、通常どおり収集します
●1月は収集日（曜日）が変更になる地区があります。「家庭ごみ収集日程表」でご確認を
●大型ごみの収集日が1月5日㈫、6日㈬の地区は申込期
限（右表）にご注意を。申し込みは大型ごみ受付センター（☎
544-5300、Ｆ544-5301）へ
問業務第一課（☎504-2220、Ｆ504-2229）
　　　●12月29日㈫～1月3日㈰は休みます　●緊急の場合は市役所警備室（☎504-
2423）へ。東区の福田・馬木・温品・上温品、安芸区は安芸クリーンセンター（☎886-3327）へ
問業務第二課（☎504-2222、Ｆ504-2229）

問中・南区（☎221−7222）、東・安芸区（☎223−6611）、西・佐伯区（☎923−4122）、安佐南・安
佐北区（☎843-9220）　※夜間・休日は、水道修理センターへ自動的に転送されます。

　タオルなどで覆い、ダンボールなどをかぶせて守りましょう。 ●凍結したら、凍結部分
にタオルなどをかぶせ、ぬるま湯を徐々にかけます。熱湯では、水道管が破裂する恐れが
あります ●破裂したら、メーターボックス内の止水栓を閉めます。閉められないときは、
破裂部分にタオルを巻くなどの応急措置を　●宅地内の修理は、市水道局指定給水装置工
事事業者へご依頼を（メーターボックス内の漏水は水道局管理事務所へ）
問水道局企画総務課（☎511-6808、F221-5320）

大型ごみの収集日 申込期限
（電話の場合）

1月5日㈫ 12月25日㈮
1月6日㈬ 12月28日㈪

区分 診療科目 12/29～1/3の診療日 診療時間

当番医・協力医な　
　ど 医科 12月29日㈫

～1月3日㈰
昼間診療のみ（医療機関に
よって時間が異なります）

千田町夜間急病センター　☎504-9990
中区千田町三丁目8－6

内科 12月29日㈫
～1月3日㈰

夜間診療
（午後7時半～午後10時半）

眼科、整形
外科・外科
（けが） 12月29日㈫、

30日㈬可部夜間急病センター　☎814-9910
安佐北区可部四丁目11－28 内科

県立広島病院　☎254-1818
南区宇品神田一丁目5－54

内科 
小児科 12月31日㈭

昼間診療のみ
（午前8時半～午後5時）広島赤十字・原爆病院　☎241-3111

中区千田町一丁目9－6 小児科 1月3日㈰

五日市記念病院　☎924-2211
佐伯区倉重一丁目95

内科
脳外科

12月31日㈭
～1月3日㈰

昼間診療のみ
（午前9時～午後6時）

中電病院　☎241-8221
中区大手町三丁目4-27

内科

12月31日㈭

昼間・夜間診療
（午前9時～午後10時半）

JR広島病院　☎262-1171
東区二葉の里三丁目1-36 1月1日㈷
広島記念病院　☎292-1271
中区本川町一丁目4-3

病院の駐車場は利用できません。
1月2日㈯

土谷総合病院　☎243-9191
中区中島町3-30 1月3日㈰ 昼間診療のみ

（午前9時～午後5時半）
広島市民病院　☎221-2291
中区基町7－33

駐車場が大変混雑します。自家用車での
来院は、できるだけご遠慮ください。

救急診療
（内科な　

　ど）
12月29日㈫

～1月3日㈰ 24時間診療

小児科 1月1日㈷ 昼間診療のみ
（午前8時半～午後5時）

舟入市民病院　☎232-6195
中区舟入幸町14－11

例年、小児科は大変混雑します。他の医療
機関の診療状況もご参照ください。
また、駐車場も大変混雑します。自家用車
での来院は、できるだけご遠慮ください。
本年度は、12月31日～1月3日の、内科・耳鼻
咽喉科診療はありません。

小児科 12月29日㈫
～1月3日㈰ 24時間診療

眼科 12月31日㈭
～1月3日㈰

昼間診療のみ
（午前9時～午後7時）

安佐市民病院　☎815-5211
安佐北区可部南二丁目1－1

内科 
小児科 1月2日㈯ 昼間診療のみ

（午前8時半～午後5時）

広島市医師会運営・
安芸市民病院　☎827-0121
安芸区畑賀二丁目14－1

小児科 12月31日㈭ 昼間診療
（午前8時半～午後5時半）内科、外科 12月31日㈭

～1月3日㈰
外科 1月1日㈷、3日㈰ 夜間診療

（午後6時～午後11時）内科 1月2日㈯
広島口腔保健センター　☎262-2672
東区二葉の里三丁目2－4（県歯科医師会館）

歯科

12月30日㈬
～1月3日㈰ 昼間診療のみ

（午前9時～午後3時）
（安佐地区は午前10時か
ら）当番歯科医

12月30日㈬、31 
日㈭、1月2日㈯、
3日㈰

年末年始の救急診療

問中区（☎504−2582）、東区（☎568−7786）、南区（☎250−8957）、西区（☎532−0948）、安佐南
区（☎831−4963）、安佐北区（☎819−3950）、安芸区（☎821−4941）、佐伯区（☎943−9756）

【記号の説明】JMSアステールプラザ▲＝文化創
造センター、中区民文化センター、国際青年会館

皆さんがよく利用される市内の施設の休み が休み
月日　

　施設名
令和2年12月 令和3年1月
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公文書館
中央・区図書館（湯来河野閲覧室含む）、まんが
図書館（あさ閲覧室含む）、5-Daysこども図書館
JMSアステールプラザ▲
区民文化センター（中区は除く）
合人社ひと・まちプラザ（まちづくり市民交流プラザ）
公民館
平和記念資料館（付属展示施設シュモーハウスを除く）
平和記念資料館付属展示施設　シュモーハウス
国立原爆死没者追悼平和祈念館
国際会議場
文化交流会館 （年末年始無休）
5-Daysこども文化科学館
ヌマジ交通ミュージアム（交通科学館）
郷土資料館
江波山気象館
現代美術館 ※改修工事のため、12月28日から休館
映像文化ライブラリー
広島城天守閣
留学生会館
ゆいぽーと（男女共同参画推進センター）
旧日本銀行広島支店
健康科学館
ユーストピア（中央･安佐）
ユーストピア（佐伯）
魚と漁業の資料展示室（水産振興センター）
湯来農村環境改善センター
大芝公園交通ランド
水道資料館 12月～2月は冬期休館
青少年センター
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ひろしんビッグウェーブ（スケートリンク）
区スポーツセンター
屋内プール（吉島・東雲・出島）
体育館（吉島・宇品・高陽・河内・湯来）
運動広場（戸坂・祇園・南観音・湯来・湯来南・上河内）、
庭球場（戸坂・南観音・湯来・湯来南・上河内・新宮苑）
運動広場（沼田）、庭球場（沼田）
広島翔洋テニスコート、中央バレーボール場
運動広場（下河内）、庭球場（下河内） 12月16日～2月は冬期休場
クアハウス湯の山
湯来ロッジ、湯の山温泉館 （年中無休）
湯来交流体験センター
広島サンプラザ（ホテルは年中無休）
花みどり公園
広島競輪場 （年末年始無休）
ひろしま遊学の森 森林公園・こんちゅう館
安佐動物公園
植物公園
広島広域公園（公園内の有料施設のみ）
運動公園（竜王・草津・可部・寺迫・瀬野川・佐伯）

（公園内の有料施設と駐車場）
竜王公園の駐車場のみ

1月1日午前6時～8時開場
新牛田公園・牛田総合公園 ※12/29～1/3、ナチュラ

ルライフセンターは休館
マツダスタジアム
グリーンスポーツセンター、少年自然の家（三滝・
似島臨海）、青少年野外活動センター・こども村

福 

祉 

施 

設 

・ 

病 

院 

　
　
　
　　

広島市民病院、安佐市民病院、舟入市民病院、
リハビリテーション病院、自立訓練施設
広島市医師会運営･安芸市民病院
市役所サービス･コーナー、旅券センター
消費生活センター
配偶者暴力相談支援センター
休日DV電話相談　☎252-5578　（配偶者暴力相談支援センター）
東地域交流センター、西地域交流センター
心身障害者福祉センター（デイサービスは除く）
身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所
障害者デイサービスセンター（会議室利用な　

　ど）
（西部・北部･東部）
市総合福祉センター
地域福祉センター

（中・東・南･西・安佐南・安佐北･安芸・佐伯）
福祉センター（吉島・温品・戸坂・中山･出島・祇
園・伴・可部・筒瀬・矢野・畑賀・阿戸・瀬野・石内）
湯来福祉会館
精神保健福祉センター
老人福祉センター（中央・東雲・南観音）
神田山荘 （年末年始無休）
健康づくりセンター（健康管理・増進センター）
動物管理センター
保健所、区保健センター、福祉事務所
児童相談所　※☎263-0694 ※児童虐待相談・通告は、24時間電話で受け付け
こども療育センター（光町･北部･西部）
西部リサイクルプラザ（啓発施設のみ）
総合防災センター
青少年総合相談センター
火葬場（永安館・西風館・五日市・可部）
火葬場（湯来） ※12月末で休止

駐
車（
輪
）場

駐車場（基町・中央・西新天地・広島駅新幹線口・
西広島駅南・鷹野橋・路上・西部埋立第五公園） （年中無休）
駐輪場（東区・南区・安芸区の駐輪場と、相生駐輪
場、広島バスセンター西駐輪場、基町駐輪場、大
手町駐輪場、袋町駐輪場、西区の横川駅南口駐輪
場、佐伯区の五日市北口駐輪場は年中無休）
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日毎日午後7時～翌朝8時　内医療機関で受診すべきかを看護師などが助言

発熱やせきがある場合は、受診前に、
必ず医療機関へ連絡してください。

下水道本管・取付管（宅地内は除く）が詰まっていたら各区役所へ、お知らせください

水道管の修理（漏水修理、工事な　
　ど）のお問い合わせは、各区の担当管理事務所へ

年末年始の家庭ごみ・し尿の収集

こどもの救急電話相談（局番なしの#8000か、☎505-1399）

水道管や水道メーターは、気温氷点下4℃以下で凍結・破裂しやすくなります

市HP▶


