
　ガス機器の使用中は、必ず換気（給気と排気）
　…一酸化炭素中毒の危険があります
　24 時間安心を見守る、警報器の設置・交換を
　…交換期限の５年間が過ぎる前に交換を
　古くなったガス機器は安全型に交換
　ガス機器とガス栓は正しく接続
　地震が起きたら
　…震度５以上の地震では、自動的にガスが遮断

されます。揺れがおさまってから、使用中の
ガス機器を止め、ガス栓も閉めてください

■問い合わせ先／
　ガス課  事業推進係　☎22-7090

　燃やせないごみ・リサイクルできるごみの
収集日が祝日に当たっている地区は、次のとお
り収集日を振り替えて特別収集を実施します。

■問い合わせ先／
　市循環型社会推進課　☎22-9680

家庭ごみの
特別収集を行います

特別収集日 対象地区 対象品目
20 日（木）
※17 日（月・祝）
　の振り替え

26 日（水）
※24 日（月・祝）
　の振り替え

田中１～４、田中
前１～２

下廿一、上廿一、下
前木、上前木、内松
川、早稲谷、上八瀬
下、上八瀬上、塚沢、
関根、台、下八瀬

金 属・硬
質プラス
チ ッ ク
類、陶 磁
器・ガ ラ
ス類

特別収集日 対象地区 対象品目

26 日（水）
※24 日（月・

祝）、10 月８
日（月・祝）
の振り替え

九条１～５、
四反田、田中
１～４、田中
前１～２

ビン・缶類、ペッ
トボトル、発泡
スチロール・食
品トレイ、灰

不法投棄は犯罪です

　不法投棄を発見したらご連絡ください
　市では、毎月のパトロールの実施
や、県道や市道の不法投棄箇所に監
視カメラや看板を設置するなど、不
法投棄防止に努めています。
　不法投棄を発見したら、市循環型
社会推進課までご連絡ください。

９月は「廃棄物不法投棄防止強化月間」

　不法投棄を防止する環境づくりに
　ご協力を

　土地の所有者（管理者）の方は、空き
地の草刈りや、ロープを張るなどのご
協力をお願いします。

■問い合わせ先／
　市循環型社会推進課　☎22-9680

　クリーンヒルセンターでは、ごみの分別の解説
や、センター内のごみ処理作業の見学などができ
る講習会を行っています。
　申 し 込 み は 随 時 受 け
付けていますので、お気
軽にご連絡ください。
■問い合わせ先／
　市循環型社会推進課　☎22-9680

ごみ講習会に参加してみませんか？

ガスを安全に使うために
ガスと暮らしの安心運動
を実施します

９/１～ 11 / 30

　ごみ講習会への参加は、会員の希望で
計画したもので、今回は 27 人で参加しま
した。
　講習会では、ごみの分別ルールを再確
認し、リサイクル・ごみ処理の方法など
を知ることもできました。
　会員の皆さんから、「これからはラベル
を確認しないとね」などの声も聞こえて
いましたので、ごみの分別への意識がさ
らに高まったのではと思います。

階上ボランティアクラブ

芳賀  裕子さん
は　 が       ゆう   こ

参加した方の声

燃 や せ な い ご み

リサイクルできるごみ（ビン・缶類）
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●問い合わせ先／市危機管理課 防災情報係　☎ 22-3402

「防災マップ (洪水 ) を確認しましょう」
防災を 考 える日
毎月 11日は

~ episode27~

■防災基礎クイズ
Ｑ　大雨、強風、雷などの気象現象によって生じる災害のことを何というでしょう？

答え：気象災害

毎月 11 日は「防災を考える日」です。
震災の教訓や災害への日頃の備えなどについて、家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。

気仙沼駅前

●入居資格／次のいずれにも該当する方。
　①市内に就業または定住を希望し、かつ現在住宅に困っている方　

②持ち家のない方　③市税の滞納のない方　④暴力団員でない方
⑤所得が基準額以下の方（面瀬住宅のみ、世帯の年間総所得が 82 万
6,200 円以上であることが条件）　⑥同居する親族がいる方（面瀬住宅は
除く。なお、満 60 歳以上で自立して生活できる場合などは単身可）

　  ※世帯員数により、申し込みできないタイプがあります。詳しくはお問い
　合わせください。

市営住宅（災害公営住宅含む）
入居者募集 ９９ ３３月 日 1212日月 水

申込用紙配付・申込受付期間申込用紙配付・申込受付期間

●申込方法／申込用紙に必要事項を記
入し、郵送で申し込んでください（９
月12日（水）消印有効）。

　　申込用紙・案内書は次の場所で配付
します。

　＜市建築・公営住宅課／両総合支所 建
設課／宮城県住宅供給公社 気仙沼出
張所（市役所 第２庁舎２階）ほか＞

住宅名 広さ・間取りなど
集合

鹿折南

80 ㎡　４DK　   ３階
65 ㎡　２DK　   １階
65 ㎡　３DK　   ５階
55 ㎡　１LDK　 ３階
55 ㎡　２DK　   ５階   

65 ㎡　３DK       ５階　
55 ㎡　１LDK     ５階
55 ㎡　２DK       ２階　
80 ㎡　３LDK　 ５階
65 ㎡　２LDK　 ８階
55 ㎡　１LDK　 ５階

魚町入沢

牧沢
大浦
小鯖
唐桑大沢

表松川
舘山

南郷

内の脇

四反田
幸町

面瀬中央

牧沢

宿浦

大谷
長磯浜南

小泉

住宅名
戸建

80 ㎡　４DK　  
65 ㎡　３DK　  
55 ㎡　２DK   
65 ㎡　３DK   
80 ㎡　４DK    
65 ㎡　３DK   

55 ㎡　２DK      

65 ㎡　２LDK      
55 ㎡　２DK      

住宅名 広さ・間取りなど
長屋

80 ㎡　３LDK　
（同タイプ３部屋）
55 ㎡　２DK　 

65 ㎡　３DK　   ３階
65 ㎡　２LDK     11 階
80 ㎡　４DK       ７階
55 ㎡　１LDK     ２階

65 ㎡　２LDK     ２階
55 ㎡　２DK       ２階　

広さ・間取りなど

：車いす専用 ( 単身向け )　　  ：ペット可　　  ：高齢者見守りタイプ（キッチンを共用廊下側に配置）

馬籠（単身不可） １戸（平屋・３K） 駐車場なし
住宅名 募集戸数

【既存市営住宅】

面瀬（単身可） ２戸（4、5 階・２K） 駐車場なし

【災害公営住宅】

その他

車 ぺ 高

■気仙沼市防災マップ (洪水 ) を確認しましょう
　気仙沼市防災マップ（洪水）は、大雨によって大川（神
山川含む）・鹿折川・津谷川（馬籠川含む）の堤防が複数の
箇所で壊れた場合に、どこまで、どのくらいの深さまで浸
水するかを想定した地図です。避難場所や避難時の心得な
どを掲載していますので、自宅や職場などから避難場所ま
での安全な経路を確認するなど、洪水災害に備えましょう。

気仙沼市防災マップ ( 洪水 )  
http://www.kesennuma.
miyagi.jp/

車

ぺ

ぺ

ぺ

高

高

●申し込み・問い合わせ先／
　宮城県住宅供給公社  東部管理事務所　☎ 0225-21-5657 
　〒986-0815 石巻市中里７-１-３
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