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人口と世帯数 (平成 24 年 12 月 1 日現在）ふ っ さ広報
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市の木・もくせい

福生市のホームページアドレスはhttp：//www.city.fussa.tokyo.jp/です

年末年始 ･ 市役所などの

　　 休業時間のお知らせ
年末は窓口が混雑しますので、ご用のある方はお早めに！

今号の主な記事 2面小規模契約事業者登録の申請受付　3面国民健康保険特別会計決算の状況をお知らせします　4面税金に関するお知らせ
5面検診等のお知らせ　6面児童館で遊ぼう！　7面公民館運営審議会委員（市民公募委員）募集　8面保健ガイド

男 女 計

人口 29,783 29,396 59,179

世帯数 29,003

施設名
12 月 1 月

備考
28 日㈮ 29 日㈯ 30 日㈰ 31 日㈪ 1 日㈷ 2 日㈬ 3 日㈭ 4 日㈮

市役所 ･保健センター ･子ども家庭支援センター 平常 休業 平常

平常 ( 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 )※ 12 月
28 日の午後 4時 30 分までに総合窓口課の証明書
予約サービスを利用した場合は、12 月 28 日の閉
庁後から1月 3日までの午前 9時～午後 9時 30分
の間に、市役所当直室で証明書がお渡しできます。

市民会館 ･ 公民館各館 ･ 茶室「福庵」･ 地域会館 ･
福東会館※わかぎり会館は改修工事のため休館中

平常 休業 平常 平常 (午前 9時～午後 10 時 )

図書館各館 ･郷土資料室※わかぎり図書館は改修工
事のため休館中

平常 休業 平常
【左記期間の開館時間】(中央･武蔵野台）午前 10
時～午後 8時、（わかたけ･郷土資料室）午前 10
時～午後 5時

プチギャラリー 平常 休業 平常 平常 (午前 10 時～午後 7時 )

輝き市民サポートセンター 平常 休業 平常 平常 (午前 10 時～午後 10 時 )

体育館各館 平常 休業 平常 平常 (午前 9時～午後 10 時 )

屋外体育施設 平常 休業 平常 平常 (時間は施設ごとに異なります )

児童館各館 平常 休業 平常 平常 (午前 9時～午後 9時 )

社会福祉協議会 平常 休業 平常 平常 (午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 )

福祉センター 平常 休業 平常 平常 (午前 9時～午後 10 時 )

市営福生駅西口駐車場
１階 平常 24 時間 ･年中無休

2･3 階 平常 休業 平常 平常 (一時使用は午前 9時～午後 9時 )

自転車保管場所 平常 休業 平常 平常 (午前 9時～午後 6時 )

瑞穂斎場 (瑞穂斎場組合☎ 557･0064）
※車をご利用の際は、国道 16 号「瑞穂斎場入口」
よりお越しください。

平常
式場は 31 日の告別式まで

火葬は 31 日午後 0時 30 分まで
休業 平常

火葬及び式場→ 1月 1日～ 3日は休業
式場のみ 3日の通夜から利用可能
受付は随時（午前 8時 30 分～午後 8時）

シルバー人材センター 平常 休業 平常 平常 (午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 )

年末年始ごみ ･し尿収集日程等のお知らせ
収集種類 年末 年始 申込み

戸別収集 12 月 28 日㈮まで

1 月 4 日
㈮ か ら
（拠点回
収 は 一
部除く）

拠点回収
12 月 28 日㈮まで
（一部を除く）

し尿
12 月 28 日㈮まで
※受付は 21 日㈮まで

環境課ごみ対策係
☎ 551･1731

粗大ごみ
12 月 28 日㈮まで
※受付は 21 日㈮まで。
持込みは 28 日㈮まで。

リサイクルセンター☎ 552･1621
または☎ 551･9150

　年末年始、市役所は下表の通り休業
します。ただし、戸籍関係の届出は市
役所 1階の当直室でお預かりします。
　例年、年末になると窓口が大変混雑
しますので、ご用のある方は早めにお
済ませください。

※1月4日はごみの量が大変多く、一日で

は収集できない場合があります。何日かに

分けて出すようご協力をお願いします。

▼スプレー缶類は中身を使い切り、カン
･金属の日に出してください!
　中身が入ったまま出された、スプ

レー缶類による発火事故が、毎年発生

しています。

　出すときは必ず中身を使い切り、カ

ン･金属の日にカゴまたは容器に直接入

れて出してください。事故が発生する

と、ごみ処理ができなくなることがあり

ます。

▼年内の粗大ごみ回収の
申込みはお早めに

　年末は大掃除などによって出た粗大

ごみの回収の申込みが集中します。ご希

望の日に回収できない場合もあります。

　受付の内容変更等の電話が多くなっ

ています。電話がかかりにくくなりま

すので、回収物をよく取りまとめたう

えで申し込んでください。なお、リサイ

クル品の販売は、年内は12月23日㈷まで、

年始は1月9日㈬から行います。

【問合せ】リサイクルセンター☎ 552･

1621または☎ 551･9150

成人の日記念行事 「成人式」

　今年の成人式

は、平成 4 年４

月２日から平成

5 年 4 月１日ま

でに生まれた方が対象です。

　対象者で、平成 24 年 11 月 15 日

現在、市内に住所がある方には、

12 月上旬に案内状をお送りしまし

た。案内状は記念品の引換券を兼

ねていますので、当日、会場に持

参してください。

　案内状がまだ届いていない方は、

生涯学習推進課にご連絡いただく

か、当日、会場内の受付で申し出

てください。

　新成人の皆さんにとって、人生

最良の 1 日になるように、新成人

が集まって実行委員会を作り、さ

まざまな準備をしています。

※市外に転出された方には案内状

をお送りできませんが、福生市の

成人式に出席することができます。

当日、会場内の受付にお越しくだ

さい。

【日程】1 月 14 日（祝 ･ 成人の日）

【受付開始】午後 0時 30 分

〈式典〉午後 1時～ 1時 45 分

〈成人のつどい〉午後 1時 45分～ 3

時※成人のつどいでは、なつかしの

給食コーナー等を予定しています。

【場所】市民会館大ホール（もくせ

いホール）

【注意事項】会場内は禁煙です。ア

ルコール類の持ち込みもできませ

ん。また、あらかじめ許可を受けた

方以外は、ステージに上がることは

できません。その他、会場のルール

をお守りいただけない場合は、退場

していただくことがあります。ご理

解･ご協力をお願いします。

【問合せ】 生涯学習推進課地域教育

支援係☎ 551･1958


