
●戸籍の届出／期間中休まず受け付けます●戸籍の届出／期間中休まず受け付けます

　　　 

　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（日・祝）・2日（月）を除き業務を行います●火葬（斎場）／1日（日・祝）・2日（月）を除き業務を行います
　12 月 29 日 ( 木 ) ～ 31 日 ( 土 )、来年 1月 3日（火）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／●水道／

　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。
　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。

【ミヤコーバス】
　12月29日（木）から来年1月３日（火）までは、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・本吉三陸線）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
           ・市震災復興・企画課 総合交通政策室　tel:22-3408
【ＢＲＴ】
　12月30日（金）から来年１月３日（火）までは、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

バス・BRT　※時刻表をご確認ください

●ガス／●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
          

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 　tel:22-9680

※ビン・缶類等や資源ごみについては、月２回収集している
　ことから特別収集は行いません。

　　　

期　日 医療機関（所在地・電話番号）五十音順

12 月 29 日（木）

12 月 30 日（金）

12 月 31 日（土）

１月 ２日（月）

※詳しい診療時間は、各医療機関にお問い合わせください。

１月 ３日（火）

診　　療

午前のみ

通常診療

午前のみ

通常診療

通常診療

あいざわクリニック（東新城 21-1160)　猪苗代医院（三日町 24-7180）　 佐々木小児科医院（本郷 22-6811）
三条小児科医院（田中前 23-0088）　武田眼科医院（南郷 23-3285）

歌津八番クリニック（南三陸町 36-9511)　うちクリニック（東新城 23-0087）遠藤産婦人科医院（本郷 22-6828）
大里胃腸科内科医院（南郷 22-7157）　   大友病院（三日町 22-6868） 　　 おだか医院（田中前 22-3210）　
小野医院（唐桑町宿浦  32-3128）葛内科胃腸科医院（田中前 22-6750）佐藤徹内科クリニック（南三陸町 47-1175）
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）中原クリニック（田谷 23-1028）
光ヶ丘保養園（浪板 22-6920）　三峰病院（松崎柳沢 22-6685）　村岡外科クリニック（田中前 23-3990）　

【歯科】金沢歯科医院（新町 24-1155）

おだか医院（田中前 22-3210）　【歯科】三浦齒科医院（本吉町津谷明戸 42-2418）

１月 １日（日） 午前 9時～
午後 5時

三峰病院（松崎柳沢 22-6685） 
【歯科】田中前加藤歯科医院（田中前 22-1167）

年末年始休業中に取り扱う業務などのご案内
木 火1212 2929月 日 から来年来年１１３３月 日 まで

市役所の窓口など

pickupお知らせ

　12 月から来年３月 31 日までの年末年始を含む土日･祝日の水道管破裂・凍結に関する受付･修繕
業務を「気仙沼管工業協同組合」に委託します。期間中は、市水道事務所への電話が自動転送され、
委託業者がご家庭を訪問し水道管の破裂・凍結の修繕を行います（受付時間：午前９時から午後５
時まで）。修繕および凍結解氷作業代金は、お客様の負担となります。
　なお、水道使用及び水道料金に関するお問い合わせは、受け付けできませんので、休み明けの
平日にご連絡ください。
■問い合わせ先／市水道事務所　tel：23-2560 　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●燃やせるごみ
特別収集日　　　　　　　対象地区　　　　　　　
　　12 月 29 日（木）

12 月 30 日（金）

月・木曜日が収集日の地区

火・金曜日が収集日の地区

●燃やせないごみ●燃やせないごみ
特別収集日　　　　　 対象地区　　　　　   対象品目

1 月５日（木）
※２日（月）の振り替え

九条１～５、四反田

1 月６日（金）
※３日（火）の振り替え

舘山２、古町１～６
滝の入１・２、福美町

1 月 11 日（水）
※９日（月）の振り替え

立沢、田柄１～３、高屋敷
新城東、和野、金成沢
表松川
田尻、浦の浜、磯草、亀山

金属

硬質プラスチック類

陶磁器

ガラス類

クリーン・ヒル・センター
　　　年末特別開場
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。

　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。
特別開場日時／
12月29日（木） ：午前 9時から正午まで
　　　　　　　 午後１時から４時まで

　

特別開場日時／
12月29日（木） ：午前 9時から正午まで
　　　　　　　 午後１時から４時まで

　

休日当番医・歯科医・薬局

うちクリニック（東新城 23-0087）　 遠藤産婦人科医院（本郷 22-6828）　大里胃腸科内科医院（南郷 22-7157）
おだか医院（田中前 22-3210）　小野医院（唐桑町宿浦  32-3128）すがわら内科クリニック（松崎萱 25-8825）

小野医院（唐桑町宿浦  32-3128） 　小野寺医院（赤岩五駄鱈 23-9890） 
【歯科】菅野歯科医院（古町 22-2235）

午前 9時～
午後 5時

葛内科胃腸科医院（田中前 22-6750）　齋藤外科クリニック（東新城 22-7260）※診療時間：9:00~16:00
中原クリニック（田谷 23-1028）※診療時間：10:00~15:00　【歯科】条南歯科医院（田中前 23-5570）
【薬局】かもめ薬局新城店（東新城 21-1026）※営業時間：9:00~17:30

通常診療
午前のみ 三条小児科医院（田中前 23-0088）

12月29日から来年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・会計の取扱いとなります。

年末年始取扱業務のご案内

●戸籍の届出／期間中休まず受け付けます●戸籍の届出／期間中休まず受け付けます

　　　 

　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（日・祝）・2日（月）を除き業務を行います●火葬（斎場）／1日（日・祝）・2日（月）を除き業務を行います
　12 月 29 日 ( 木 ) ～ 31 日 ( 土 )、来年 1月 3日（火）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／●水道／

　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。
　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。

【ミヤコーバス】
　12月29日（木）から来年1月３日（火）までは、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・本吉三陸線）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
           ・市震災復興・企画課 総合交通政策室　tel:22-3408
【ＢＲＴ】
　12月30日（金）から来年１月３日（火）までは、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

バス・BRT　※時刻表をご確認ください

●ガス／●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
          

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 　tel:22-9680

※ビン・缶類等や資源ごみについては、月２回収集している
　ことから特別収集は行いません。

　　　

期　日 医療機関（所在地・電話番号）五十音順

12 月 29 日（木）

12 月 30 日（金）

12 月 31 日（土）

１月 ２日（月）

※詳しい診療時間は、各医療機関にお問い合わせください。

１月 ３日（火）

診　　療

午前のみ

通常診療

午前のみ

通常診療

通常診療

あいざわクリニック（東新城 21-1160)　猪苗代医院（三日町 24-7180）　 佐々木小児科医院（本郷 22-6811）
三条小児科医院（田中前 23-0088）　武田眼科医院（南郷 23-3285）

歌津八番クリニック（南三陸町 36-9511)　うちクリニック（東新城 23-0087）遠藤産婦人科医院（本郷 22-6828）
大里胃腸科内科医院（南郷 22-7157）　   大友病院（三日町 22-6868） 　　 おだか医院（田中前 22-3210）　
小野医院（唐桑町宿浦  32-3128）葛内科胃腸科医院（田中前 22-6750）佐藤徹内科クリニック（南三陸町 47-1175）
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）中原クリニック（田谷 23-1028）
光ヶ丘保養園（浪板 22-6920）　三峰病院（松崎柳沢 22-6685）　村岡外科クリニック（田中前 23-3990）　

【歯科】金沢歯科医院（新町 24-1155）

おだか医院（田中前 22-3210）　【歯科】三浦齒科医院（本吉町津谷明戸 42-2418）

１月 １日（日） 午前 9時～
午後 5時

三峰病院（松崎柳沢 22-6685） 
【歯科】田中前加藤歯科医院（田中前 22-1167）

年末年始休業中に取り扱う業務などのご案内
木 火1212 2929月 日 から来年来年１１３３月 日 まで

市役所の窓口など

pickupお知らせ

　12 月から来年３月 31 日までの年末年始を含む土日･祝日の水道管破裂・凍結に関する受付･修繕
業務を「気仙沼管工業協同組合」に委託します。期間中は、市水道事務所への電話が自動転送され、
委託業者がご家庭を訪問し水道管の破裂・凍結の修繕を行います（受付時間：午前９時から午後５
時まで）。修繕および凍結解氷作業代金は、お客様の負担となります。
　なお、水道使用及び水道料金に関するお問い合わせは、受け付けできませんので、休み明けの
平日にご連絡ください。
■問い合わせ先／市水道事務所　tel：23-2560 　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●燃やせるごみ
特別収集日　　　　　　　対象地区　　　　　　　
　　12 月 29 日（木）

12 月 30 日（金）

月・木曜日が収集日の地区

火・金曜日が収集日の地区

●燃やせないごみ●燃やせないごみ
特別収集日　　　　　 対象地区　　　　　   対象品目

1 月５日（木）
※２日（月）の振り替え

九条１～５、四反田

1 月６日（金）
※３日（火）の振り替え

舘山２、古町１～６
滝の入１・２、福美町

1 月 11 日（水）
※９日（月）の振り替え

立沢、田柄１～３、高屋敷
新城東、和野、金成沢
表松川
田尻、浦の浜、磯草、亀山

金属

硬質プラスチック類

陶磁器

ガラス類

クリーン・ヒル・センター
　　　年末特別開場
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。

　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。
特別開場日時／
12月29日（木） ：午前 9時から正午まで
　　　　　　　 午後１時から４時まで

　

特別開場日時／
12月29日（木） ：午前 9時から正午まで
　　　　　　　 午後１時から４時まで

　

休日当番医・歯科医・薬局

うちクリニック（東新城 23-0087）　 遠藤産婦人科医院（本郷 22-6828）　大里胃腸科内科医院（南郷 22-7157）
おだか医院（田中前 22-3210）　小野医院（唐桑町宿浦  32-3128）すがわら内科クリニック（松崎萱 25-8825）

小野医院（唐桑町宿浦  32-3128） 　小野寺医院（赤岩五駄鱈 23-9890） 
【歯科】菅野歯科医院（古町 22-2235）

午前 9時～
午後 5時

葛内科胃腸科医院（田中前 22-6750）　齋藤外科クリニック（東新城 22-7260）※診療時間：9:00~16:00
中原クリニック（田谷 23-1028）※診療時間：10:00~15:00　【歯科】条南歯科医院（田中前 23-5570）
【薬局】かもめ薬局新城店（東新城 21-1026）※営業時間：9:00~17:30

通常診療
午前のみ 三条小児科医院（田中前 23-0088）

12月29日から来年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・会計の取扱いとなります。

年末年始取扱業務のご案内
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