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主な内容

平成 27 年 12 月 15 日
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◆年末年始休業中に取り扱う業務などのご案内
◆人事行政の運営状況などをお知らせします
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◆暮らしの情報（催し：女性のための起業講座
◆団体紹介／催し情報／人口と世帯数
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綴っておくと便利です︒
「けんちん汁食べて、あったまらいん」
〜唐桑ごっつぉーフェア〜
（11 月 29 日：唐桑体育館）

● 市の情報は次の方法でもお届けしています

けせんぬま
復興
ニュース

市公式
携帯サイト
QR コード

◆けせんぬま復興ニュース 全世帯に配布しています
◆さいがいエフエム けせんぬまさいがいエフエム
（ 77.5Mhz）
・ けせんぬまもとよしさいがいエフエム
（76.8Mhz）
◆市公式 Web サイト：「気仙沼市公式」で検索 ＵＲＬ：http://www.city.kesennuma.lg.jp/
◆携帯サイト：ＵＲＬ：http://www.city.kesennuma.lg.jp/mobile
◆被災者支援メール※事前登録が必要です。●次のアドレスにメール後、返信内容を確認し登録【05999@nopamail.jp】

休日当番医・歯科医・薬局
期

日

診

12 月 29 日から 1 月３日まで：詳しい診療時間は、各医療機関にお問い合わせください。
医療機関（所在地・電話番号）五十音順

療

午前のみ

あいざわクリニック（東新城 21-1160）
条南整形外科（田中前 29-6711）

歌津八番クリニック（南三陸町 36-9511）
中原クリニック（田谷 23-1028）

通常診療

猪苗代医院（三日町 24-7180）
うちクリニック（東新城 23-0087）
大里胃腸科内科医院（南郷 22-7157）
おだか医院（田中前 22-3210）
葛内科胃腸科医院（田中前 22-6750）
三条小児科医院（田中前 23-0088）
志田整形外科医院（東新城 22-6838）
すがわら内科クリニック（松崎萱 25-8825）
光ヶ丘保養園（浪板 22-6920）

猪苗代病院（南町 22-7180）
遠藤産婦人科医院（本郷 22-6828）
大友病院（三日町 22-6868）
小野医院（唐桑町宿浦 32-3128）
佐々木小児科医院（本郷 22-6811）
佐藤徹内科クリニック（南三陸町 47-1175）
武田眼科医院（南郷 23-3285）
三峰病院（松崎柳沢 22-6685）
村岡外科クリニック（田中前 23-3990）

午前のみ

遠藤産婦人科医院（本郷 22-6828）
おだか医院（田中前 22-3210）

大里胃腸科内科医院（南郷 22-7157）
三条小児科医院（田中前 23-0088）

12 月 29 日（火）

12 月 30 日（水）
通常診療
12 月 31 日（木） 午前のみ

小野医院（唐桑町宿浦 32-3128）
三峰病院（松崎柳沢 22-6685）
【歯科】皆川歯科医院（赤岩五駄鱈 22-9611）
小野医院（唐桑町宿浦 32-3128）【歯科】米倉歯科クリニック（南郷 22-9955）

小松クリニック（東八幡前 21-5770） 森田医院（八日町 22-6633）
午前 9 時〜 【歯科】大谷仮設歯科診療所（本吉町三島 44-3131）
１月 １日（金）
午後 5 時 【薬局】八日町調剤薬局（八日町 21-1510 9:00 〜 18:00）
ししおり調剤薬局（東八幡前 24-2252 9:00 〜 17:00）

１月 ２日（土） 午前のみ

三条小児科医院（田中前 23-0088）【歯科】猪苗代歯科医院（松川前 22-7184）

午前 9 時〜
葛内科胃腸科医院（田中前 22-6750）
【歯科】本郷遠藤歯科医院（本郷 24-2825）
１月 ３日（日） 午後 5 時
・12 月 29 日から 1 月３日までは、保険上、急患の方は休日または時間外の診療・会計の取り扱いとなります。
・歯科の診療時間は、午前９時から午後５時までとなります。

家庭ごみの指定日特別収集

■問い合わせ先／市廃棄物対策課 収集業務係

tel:23-1017

一般家庭ごみの収集について、年末年始期間中が収集日に当たっている地区は、次のとおり特別収集
を実施しますので、午前８時 30 分まで最寄りの集積所に出してください。

●燃やせるごみ
特別収集日

対象地区

その他

12 月 29 日（火）収集日が火・金曜日に当たっている地区 通常収集は 1 月４日（月）からとなります。

●燃やせないごみ

※ビン・缶類等については、月２回収集していることから特別収集は行いません。

特別収集日
対 象 地 区
対象品目
1 月６日（水） 栄町、新浜町１・２、浜町、本浜町１・２、錦町１・２、 金属・硬質プラスチック類、
※1 月１日の（金）
東みなと町、中みなと町１・２、西みなと町、西八幡町 陶磁器・ガラス類
の振り替え

【クリーン・ヒル・センター 年末特別開場】
ごみを持ち込む場合は、市のごみ出しルールと同じ要領で分別し、必ず指定袋に入れてください。
粗大ごみも受け付けます。新聞・雑誌などの資源ごみは、紙ひもで縛ってお持ち込みください。
なお、当日は混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお出でください。
■日時／ 12 月 29 日（火） 午前 9 時から正午まで、午後 1 時から 4 時まで
■問い合わせ先／市廃棄物対策課

tel:22-9680
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月 29 日 火 から 来年１月３ 日 日 まで

年
年末
末年
年始
始休
休業中に取り扱う業
業中に取り扱う業務
務など
などのご
のご案内
案内

上記の期間は、市役所の業務は休業となります。ただし、一部の業務は次のとおり取り扱い
ますのでご確認ください。 詳しくは、お問い合わせください。

市役所の窓口など

●戸籍の届出／期間中休まず受け付けます

戸 籍

婚姻や死亡など、戸籍に関する届け出は、本庁舎西側警備員室、
唐桑総合支所、本吉総合支所で 24 時間受け付けます。
（大島地区の方で、本庁舎での届け出が困難な方は、お電話にてご相談ください）
※住民票や印鑑証明などの発行、住所異動の受け付けなどは期間中休業します。
■問い合わせ先／・市民課 市民係 tel:22-6600 内線 363
・唐桑総合支所 市民生活課 tel:32-3130・本吉総合支所 市民生活課 tel:42-2600

●火葬（斎場）／1日
（金・祝）
・2日
（土）
を除き業務を行います

12 月 29 日 ( 火 ) 〜 31 日 ( 木 )、来年 1 月 3 日（日）は業務を行います。
■問い合わせ先／・市民課 市民係 tel:22-6600 内線 363
・唐桑総合支所 市民生活課 tel:32-3130・本吉総合支所 市民生活課 tel:42-2600

●水道／

12 月 29 日（火）から来年 2 月 28 日（日）までの土日・祝日（年末年始休業日含む）の
水道管凍結・破裂に関する受付・修繕業務を「気仙沼管工業協同組合」に委託します。
上記期間中は、市水道事務所代表電話 tel:23-2560 から気仙沼管工業協同組合に自動転送
され、お客様からの通報受付後、委託業者がご家庭を訪問し水道管の凍結・破裂の修繕を行
います（受付時間：午前９時から午後５時まで）。ただし、解氷作業および修理代金は、お
客様の負担となります
水道使用および水道料金に関するお問い合わせは、受付できませんので休み明けの平日にご連絡ください。
■問い合わせ先／水道事務所

tel:23-2560

●ガス／

ガス器具の故障・修理に関する相談のみ受け付けます（午前９時から午後５時まで）
料金窓口の受付とガスの開閉業務は、期間中休業します。

■問い合わせ先／ガス課

tel:22-7090

●地域交流センター（大ホール、交流室A/B、和室）／１月１日（金・祝）を除き貸し出します
来年 1 月 1 日 ( 金・祝 ) を除き、事前に利用申請のあった団体等に貸し出します。
（期間中の利用申請受付は休業します）
■問い合わせ先／社会福祉課 tel:22-6600 内線 431・432

●気仙沼市総合体育館（ケー・ウエーブ）
・本吉総合体育館／

市総合体育館（ケー・ウエーブ）は 12 月 25 日（金）から 1 月５日（火）まで
本吉総合体育館は 12 月 28 日（月）から 1 月４日（月）まで休館します。
■問い合わせ先／気仙沼市総合体育館（ケー・ウエーブ）tel:21-3421・本吉総合体育館 tel:42-3111

●市立病院・市立本吉病院／救急患者のみ受け付けます

期間中は、救急患者のみ受け付けします（外来診療は期間中休業します）。

■問い合わせ先／・市立病院 総務課

バス・BRT

tel:22-7100 ・市立本吉病院 管理課

tel:42-2621

※時刻表をご確認ください

【ミヤコーバス】12 月 29 日（火）〜 1 月３日（日）は、休日ダイヤとなり、大晦日・元日は、朝夕の
一部のバスを運休します。乗合タクシー（小々汐線・上廿一線）は通常どおり運行します。
■問い合わせ先／・ミヤコーバス気仙沼営業所

tel:22-7163

【ＢＲＴ】12 月30 日（水）〜1月３日（日）は、土曜・休日ダイヤで運行（時刻表に記載のもの）します。
■問い合わせ先／・ＪＲ東日本 お問い合わせセンター（時刻案内）tel:050-2016-1600
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相談
特定不妊治療費の一部を
助成します
高齢者・障害者のための
成年後見相談会（無料）

市では、高額な医療費がか
かる特定不妊治療を受けられ
たご夫婦の経済的な負担を減
らすため、治療費の一部を助
成します。申請受付は 12 月
15 日から開始します。
■対象／
・ご夫婦またはご夫婦のいず
れかが治療期間および申請
日に気仙沼市に住所がある方
・本年 4 月 1 日以降「宮城県
不妊に悩む方への特定不妊
治療支援事業」で助成決定
を 受 け た 方（た だ し、前 年
の夫婦合算の所得額が 730
万円未満）
・同じ治療期間に他の市町村
から特定不妊治療の助成を
受けていない方
■助成内容／ 1 回の治療につ
き治療方法に応じて 15 万円
または 7 万 5 千円
■申請方法／特定不妊治療費
助成申請書（申請窓口にあ
ります）に必要事項を記入
のうえ、必要書類を添えて
提出してください。
■必要書類など／
・「宮城県不妊に悩む方への特
定治療支援事業」承認決定
通知書の写し
・医療機関が発行した特定不
妊治療に係る領収書
・夫婦にかかる住民票
・振込先の通帳の写し
■申請・問い合わせ先
・市健康増進課
（市民健康管理センター「すこやか」）
tel：21-1212
・唐桑総合支所 保健福祉課
（唐桑保健福祉センター「燦さん館」）
tel：32-4811
・本吉総合支所 保健福祉課
（本吉保健福祉センター「いこい」）
tel：25-7645

「親が認知症で財産管理でき
なくて困っている」「自分が高
齢になったときに備えて任意
後見制度を活用したい」「障害
のある子どもが困らないよう
に成年後見を検討したい」な
ど成年後見や任意後見に関す
る相談会を実施します。
予 約 優 先 と な り ま す の で、
まずは下記にご連絡ください。
■日時／来年１月 16 日（土）
午後１時 30 分から 4 時 30 分まで
■場所／気仙沼司法書士相談
センター（田谷 8−1）
■予約・問い合わせ先／
気仙沼司法書士相談センター
tel：29-6760

年末年始は

暮らしの情報

宮
宮城
城県
県の
の最
最低
低賃
賃金
金
地域別最低賃金
宮城県最低賃金

時間額
726円

効力発生日：平成27年10月３日
特定（産業別）最低賃金
時間額
①鉄鋼業
827円
②電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械
783円
器具、情報通信機械
器具製造業
③自動車小売業
795円
効力発生日：①平成27年12月13日
②平成27年12月18日
③平成27年12月25日
※ただし、次の賃金は最低賃
金の計算に含まれません。
〇精皆勤手当 〇通勤手当
〇賞与等
〇家族手当
〇時間外・休日・深夜手当
■問い合わせ先／宮城労働局 賃金室
tel：022-299-8841

交通事故

に ご注意 を

これからの時期は、路面の積雪や凍
結などによる交通事故発生のおそれが
あります。
車を運転する際は、「ゆとりある出
発」「ゆとりある運転」を心がけ交通
安全に努めましょう。
また、年末年始は飲酒の機会が増えますが、「運転するときは
酒を飲まない」「酒を飲んだら運転しない」を徹底しましょう。

《夕暮れ時の交通事故防止運動（ラ・ラ・ラ運動）》
①ライト ~light~（早めのライト点灯）
②ライトアップ ~light up~（目立つ装備・服装）
③ライト ~right~（右側注意）

《冬道の安全運転１・２・３運動》
①１割、スピードダウンしよう
②２倍、車間距離をとろう
③３分、早めに出発しよう

《年末年始の交通事故防止運動》

①飲酒運転の根絶
②「夕暮れ時の交通事故防止運動（ラ・ラ・ラ運動）」の
周知徹底と広報啓発
③「冬道の安全運転１・２・３運動」の周知徹底と広報啓発

■問い合わせ先／市危機管理課 交通防犯係 tel:22-6600 内線 263
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暮らしの情報
ご案内・お知らせ

募集

平成 28 年度学校給食用食材の
新規納入業者募集

女性のための起業講座（参加無料）

・強引に家に上がり込まれた
り、脅されたりした場合は
警察にも相談しましょう。
契約で困ったことや心配な
ことがあればご相談ください。
■相談・問い合わせ先／
市商工課 消費生活係
tel：22-3437

■日時／１月 24 日（日）
午前９時 30 分から午後４時まで
■対象／できるだけ地元業者・
地元食材を活用した給食を ■場所／市役所ワン・テン庁
舎２階 大ホール
提供するため、市内に事業
■内容／
所を置く業者
・事業計画の基本
■食材の種類／野菜・果物類、
犬の咬傷事故を予防しましょう
・マーケティング方法
魚介類・水産物、肉類、油・
犬に咬まれ、ケガを負う事
・売り上げ予測と原価
調味料・缶詰類、乾物類、
故が発生しています。飼い主
・課題解決の考え方
豆 腐 類、味 噌・醤 油、乳 製
・事業の伸ばし方、 見直し も犬も快適に暮らすために次
品などの学校給食食材
の事に注意し、事故を防ぎま
方など
■募集期間／来年１月13日（水）
ます だ のり ひこ
■講師／増田紀彦氏（一社 起業 しょう。また、事故があった
から 27 日（水）まで
支援ネットワークＮｉｃｅ代表理事）
場合や迷い犬を発見した場合
■その他／内容や応募方法な
は気仙沼保健所に連絡してく
どについて説明しますので、 ■定員／ 20 人（先着順）
■申込期限・方法／
ださい。
希望する方は、事前にご連
１月 15 日（金）午後 5 時まで 《飼い主に守って欲しいこと》
絡ください。
に電話、ファクス、メール ・屋外では必ずリードや鎖で
■問い合わせ先／市教育委員会
のいずれかでお申し込みく
係留する。
学校教育課 保健給食係
ださい。
・散歩時はリードを短く持ち、
tel：22-6600 内線 117
■問い合わせ先／
周りに注意する。
市地域づくり推進課
・必ず狂犬病予防注射を受ける。
「観光ボランティアガイド気仙沼」の
tel：22-6600 内線 334
《周りの人に守って欲しいこと》
入会説明会（会員募集）
・ケガをしている犬、食事中
fax：24-1226
メール：c-danjo@city.kesennuma.lg.jp
の犬、子犬を連れている犬
観光客の方々などをご案内
は神経質になっている場合
する観光ボランティアガイド
があるので不用意に近づか
気仙沼の入会説明会を開催し
布団の訪問販売にご注意を
ない。
ます。
■問い合わせ先／
■対象／本市に在住、または
「羽毛布団のクリーニングを ・県気仙沼保健所食品薬事班
勤務している 18 歳以上の方
tel：22-6615
で、市内の観光地（魚市場、 請け負う」「リフォームを請け
環境衛生係
負う」などと勧誘され契約し
・市環境課
文 化財、自然、ジ オ ポイ ン
tel：22-3417
「高額な請求を受けた」
ト（ジオパークの見どころ） た結果、
「粗悪な品物だった」などの相
などを案内してみたい方
談が寄せられています。
■募集人数／８人
大曲コミュニティセンターの
《ワンポイントアドバイス》
■日時／来年１月 17 日（日）
テニスコート閉鎖期間延長
・契約を急がせる業者は要注
午前９時から
全面改修工事のため閉鎖し
意！（「今日だけ」
「特別」
「あ
■場所／気仙沼中央公民館条
ていたテニスコートは、追加
なただけ」など）
南分館 集会室
工事実施のため次のとおり閉
・必要なければはっきり断り
■申込方法／
鎖期間を延長します。
ましょう。
来年１月 14 日（木）午後 5 時
まで下記にお申し込みください。 ・訪問販売の場合、契約書を ■閉鎖期間／来年 1 月末（予定）
受け取った日から８日以内 ■問い合わせ先／
■申し込み・問い合わせ先／
市環境課 環境衛生係
であれば契約を解除できま
気仙沼観光コンベンション協会
tel：22-3417
す（クーリング・オフ）
。
tel：22-4560
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詳しくは各団体へ
直接お問い合わせください。

第 18 回
鹿折あづまっぺ！『趣味の時間』
■日時／ 12 月 1 8 日（金）10:00 〜 12:00
■場所／鹿折中学校住宅 集会場
■内容／気仙沼で活動するフォークユニット
「フラワー☆スカイ」によるギターの演奏会
■対象者／現在鹿折地区にお住いの方、今後
災害公営住宅への移転などで鹿折地区にお
住いになる方
■参加費／無料
※送迎を希望される方は、12 月 17 日（木）ま
で、下記の連絡先までお問い合わせください。
■問い合わせ先／
社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会ボラ
ンティアセンター tel：22-0722（水曜定休）

宮城県気仙沼市八日町一丁目一番一号
〒 988-8501
公式ウェブサイト
http://www.city.kesennuma.lg.jp/

東日本と愛知をつなぐコンサート
2015 年冬
■日時／ 12 月 2 6 日（土）14:00 〜
■場所／サンマリン気仙沼ホテル観洋
■内容／愛知学泉大学オーケストラと安城学
園高校弦楽部による被災地支援のコンサート
■入場料／無料
■問い合わせ先／
（一社）気仙沼復興協会
tel：27-3882

気仙沼市民活動支援センター登録

団体
紹介

vol.08

ぼらんてぃあグループ
ぶどうの会
■設立年月日 平成 10 年 7 月
■会員数
12 名
■活動場所 市内、気仙沼駅前

▲ミニデイサービスの様子

▲愛 情た っぷ りの
手作 り弁 当

Q. 団体設立の目的は？

ボランティア活動を通して、高齢者や
障害者、福祉施設などと協働した社会福
祉の向上を目的に設立しました。

Q. どのような活動をしていますか？
・市内の介護施設でのボランティア、読
み聞かせ。
・自宅でのミニデイサービス、高齢者宅
への弁当配食サービス
・年に２回の遠足

団体からひとこと
NHK BS プレミアム「きらり！えん旅」

堀内孝雄ミニ・コンサート
観覧者募集！

﹁※
広報けせんぬま﹂への感想やご意見をお待ちしてます︒
︵代表︶ Fax 0226-24 -3566
Tel 0226-22-6600
E-mail h-koho@city.kesennuma.lg.jp

■日時／来年 ２ 月 ６ 日（土）
15:30 〜 16:30（開場 15:00）
■場所／はまなすホール
■入場について／
観覧は無料ですが、入場整理券が必要です。
希望の方は、往復はがきに、住所、氏名、
電話番号を明記の上、下記へお申込みくだ
さい。（１月 14 日（木）必着）
※応募多数の場合は抽選の上、1 枚で２人が
入場できる整理券をお送りします。
※応募いただいた個人情報は、抽選結果の連
絡のみに使用します。
■申し込み・問い合わせ先／
〒980-0012 仙台市青葉区錦町 1-10-11
ＮＨＫプラネット東北「きらり！えん旅 気仙沼市」係
ＮＨＫプラネット東北支社 tel：022-215-1732

お願いと
お知らせ

メンバーの高齢化が進んでいますが、できる
限りの活動を続けていきたいと思っています。
■問い合わせ先／
・ぼらんてぃあグループぶどうの会
tel：23-1736（会長：後藤）
・気仙沼市民活動支援センター（市地域づくり推
進課内） tel：22-6600 内線 336

市の人口と世帯数

27年11月末現在

平成

外国人住民を含む
内は前月比、
（ ）
人 口： ６６,７９２人 （▲８２人）

３２,４７０人（▲２４人）
〔男〕
３４,３２２人（▲５８人）
〔女〕
※気仙沼地域 ４９,８５５人
６,６３５人
唐桑地域
１０,３０２人
本吉地域

世帯数： ２６，
（▲５世帯）
２３２世帯

■目がご不自由な方などがいらっしゃる場合は、上記の内容を読み上げ、掲
載されている情報をお伝えしていただくようご協力をお願いします。
■電話の音声応答装置を利用して、目の不自由な方などに「広報けせんぬま」
の掲載内容をお知らせしています（ダイヤル広報／ tel：0226-23-1111）。
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