
児童手当児童手当 ■手続き・問い合わせ先■手続き・問い合わせ先

【転出時】
    右記手続き・問い合わせ先で「資格消滅届」の手続きをし
てください。
【市内での転居時】
　特に届け出の必要はありません。　
　※受給者と児童が別居した場合は、届け出が必要です。

市子ども家庭課  児童福祉係　
tel:22-6600 内線 435

唐桑総合支所  保健福祉課
　tel:32-4811

本吉総合支所  保健福祉課
　tel:42-2975
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犬の登録犬の登録 ■手続き・問い合わせ先■手続き・問い合わせ先

【転出時】
　転出先の市区町村に、鑑札を持参して
登録事項の変更の届出をしてください。

【市内での転居時】
　鑑札を持参して、登録事項の変更の届
出をしてください。

市環境課  環境衛生係　
　tel:22-6600 内線 343
唐桑総合支所  市民生活課
　tel:32-4522
本吉総合支所  市民生活課
　tel42-2974

犬鑑札
000000 号

転校転校 ■手続き・問い合わせ先■手続き・問い合わせ先

【転出時】
　在学校から、転出先で必要となる関係書類の交付を受けて
ください。

【市内での転居時】
　転居手続きの後、在学校から交付された関係書類を
持参して、市教育委員会へ届け出をしてください。

市教育委員会  学校教育課
学事係　tel:22-3441

引越し手続きが必要な市役所以外の主な窓口引越し手続きが必要な市役所以外の主な窓口
【郵便】気仙沼郵便局 tel:22-6933　
【電気】東北電力コールセンター tel:0120-175-266
【電話】  tel:116（局番なし）※携帯電話でかける場合　tel:0120-116-000　

ごみの処理ごみの処理 ■問い合わせ先■問い合わせ先

    引越しなどで一時的に多量に出るごみや粗大ごみは、市で
収集しませんので、気仙沼市クリーン・ヒル・センターに直
接搬入するか、収集運搬業者（有料）に依頼してください。
　なお、本吉総合支所管内の粗大ごみについては月２回、旧
ごみ処理場（林の沢 160-1）へ持ち込みできます。
　収集運搬業者は、市ホームページをご覧ください。

【クリーン・ヒル・センター（ごみ処理場）にごみを持ち込む場合】
　○市のごみ出しルールと同様に分別し、必ず指定袋に入れてください。
　○新聞・雑誌・ダンボールなどの資源ごみは、紙ひもで十文字に結んでください。
　○袋に入らない粗大ごみは、そのまま持ち込んでください。
　○一般廃棄物であっても処理できない物もあります。詳しくはお問い合わせください。
■受付時間／午前 9時から 12 時まで、午後 1時から 4時まで
■休業日／　土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始
■処理手数料（税別）／　 
　(1) 燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみ：300 円（50ｋｇ当たり）
　(2) 発砲ｽﾁﾛｰﾙ・食品ﾄﾚｲ：2,100 円（50ｋｇ当たり）　　　　　
　　　　※50ｋｇ未満は 50ｋｇとして計算します。

市廃棄物対策課  収集業務係　
　tel:22-6600 内線 305
本吉総合支所市民生活課　　 
　tel:42-2974

ごみ

　3月と 4月は、転勤や就職などで市外への転出や市内に転居す
る方などで手続きする窓口が混雑します。引越しが決まった際は、
お早めに届け出をしてください。
　市の窓口が分からずお困りの際は、お気軽に玄関案内やお近く
の職員にお問い合わせください。

税金（転出時）税金（転出時） ■手続き・問い合わせ先■手続き・問い合わせ先

【市・県民税】
    1 月 2 日以降に転出した方は、平成 27 年度分は、本市
に申告し、市・県民税を納めることになります。

【軽自動車税】
　軽自動車の所有者は、転出先で車検証の住所変更をし
てください。125cc 以下のバイク所有者は、本市税務課
に「廃車届」をし、転出先で再度登録してください。

市税務課　tel:22-6600 
　・市・県民税　内線 243
　・軽自動車税　内線 242
唐桑総合支所総務企画課
　tel:32-4520
本吉総合支所総務企画課
　tel:42-2600  内線 318

税金

■手続き・問い合わせ先■手続き・問い合わせ先 引越しに伴う手続きはお早めに引越しに伴う手続きはお早めに
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子ども医療子ども医療 ■手続き・問い合わせ先■手続き・問い合わせ先

【転出時】
　市保険課に受給者証を返還してくださ
い。転出先で必要な場合には、市税務課
から「所得・課税証明書」の交付を受け
てください。

【市内での転居時】
　受給者証と印鑑を持参して、届け出を
してください。

市保険課  医療給付係　
　tel:-22-6600 内線 377

唐桑総合支所  市民生活課
　tel:32-4522

本吉総合支所  市民生活課
　tel:42-2974

住所変更住所変更 ■手続き・問い合わせ先■手続き・問い合わせ先
　転出の場合は、新住所へ引越しする前に
転出の届け出をし、引越し後 14 日以内に
転出先の窓口に転出証明書を提出してくだ
さい。市内での転居の場合は、住み始めて
から 14 日以内に届け出をしてください。

【持参するもの】
　来庁者の本人確認書類（運転免許証など）、印鑑、委任状（同一世帯以外の方が届け出る場合）、
個人番号（マイナンバー）カードまたは通知カード、国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険
の被保険者証や各種助成受給者証など（該当する方のみ）

市民課  市民係　
　tel:22-6600 内線 361
唐桑総合支所  市民生活課
　tel:32-4522
本吉総合支所  市民生活課
　tel:42-2974

上・下水道およびガス上・下水道およびガス ■手続き・問い合わせ先■手続き・問い合わせ先

　お引っ越しの際は、水道および市ガス
の使用に関する届出が必要となりますの
で、お引っ越しの５日前までに市ガス水
道部へご連絡ください。
　なお、市ガスの使用開始には、現地で
の立ち会いが必要となります。

市ガス水道部 
　・管理課  業務係
　　tel:23-2561
　・ガス課  事業推進係
　    tel:22-7090

■手続き・問い合わせ先■手続き・問い合わせ先

■問い合わせ先■問い合わせ先



児童手当児童手当 ■手続き・問い合わせ先■手続き・問い合わせ先

【転出時】
    右記手続き・問い合わせ先で「資格消滅届」の手続きをし
てください。
【市内での転居時】
　特に届け出の必要はありません。　
　※受給者と児童が別居した場合は、届け出が必要です。

市子ども家庭課  児童福祉係　
tel:22-6600 内線 435

唐桑総合支所  保健福祉課
　tel:32-4811

本吉総合支所  保健福祉課
　tel:42-2975

　

広報

2016. 3. 1７
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