
29　30　31　１　２　３
○：営業、×：休業

　一般家庭ごみの収集日が、祝日・年末年始期間
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。

特別収集日 対象地区
１月３日（木） 通常の月・木曜日収集地区

特別収集日 対象地区

12月26日（水）
※24日（月・祝）の
振り替え

１月４日（金）
※１日（火・祝）の振
り替え

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

●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、各種証明書の
コンビニ交付、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　☎ 22-6600内線364  
・唐桑総合支所 市民生活課　☎ 32-3130 
・本吉総合支所 市民生活課　☎ 42-2600

■問い合わせ先／
・市民課 市民係　☎ 22-6600 内線 361  
・環境課 環境衛生係　☎ 22-6600内線341
・唐桑総合支所 市民生活課　☎ 32-3130
・本吉総合支所 市民生活課　☎ 42-2600

●水道／●水道／

●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）。なお、
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／市ガス課　☎ 22-7090       

土 木1212 2929月 日 から来年来年１１３３月 日 まで

市役所の窓口など

　水道管破裂や凍結に対応します（受付時間：
午前９時から午後５時まで）。受付後、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（修繕や凍結解氷作業代金はお客様
負担となります）。
　なお、水道使用や水道料金に関するお問い
合わせは期間中休業します。
■問い合わせ先／市水道事務所　☎ 23-2560

診療日 医療機関（所在地・電話番号）五十音順

12月29日（土）

12月30日（日）

12月31日（月）

１月 ２日（水）

・詳しい診療時間などは各医療機関によって異なります。事前にお問い合わせください。
・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。

１月 ３日（木）

診療時間

9:00~12：00

9:00~17：00

9:00~17：00

9:00~12：00

9:00~17：00

9:00~17：00

9:00~17：00

 8:30~12：00

通常の診療
時間と同様

・あいざわクリニック（東新城 21-1160） ・猪苗代医院（三日町 24-7180）
・うちクリニック（東新城 23-0087） ・大里胃腸科内科婦人科医院（南郷 22-7157）
・大友病院（三日町 22-6868） 　　　　　　　　　   ※内科のみの診療

・おだか医院（田中前 22-3210） ・小野医院（唐桑町宿浦  32-3128）
・三条小児科医院（田中前 23-0088） ・齋藤外科クリニック（東新城 22-7260）
・鈴木医院（長磯原ノ沢 27-2315） ・条南整形外科（田中前 29-6711）
・中原クリニック（田谷 23-1028） ・武田眼科医院（南郷 23-3285）

・ 三条小児科医院（田中前 23-0088）

・ すがわら内科クリニック（松崎萱 25-8825）
【歯科】  鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈 22-0827）
【薬局】仙台調剤薬局 気仙沼店（松崎萱 25-8456）

・小松クリニック（東八幡前 21-5770）
【歯科】  千葉歯科医院（東新城 22-1360）
【薬局】ししおり調剤薬局（東八幡前 24-2252）

・森田医院(八日町 22-6633）
【歯科】  みうら歯科クリニック（長磯船原 27-4145）
【薬局】  八日町調剤薬局（八日町 21-1510）

・おだか医院（田中前 22-3210）
【歯科】  皆川歯科医院（赤岩五駄鱈 22-9611）

・うちクリニック（東新城 23-0087）
【歯科】山谷歯科医院（本吉町新明戸 42-3577）
【薬局】新城調剤薬局（東新城 25-7956）

１月 １日（火）

休日当番医・歯科医・薬局

■問い合わせ先／市循環型社会推進課 　☎ 22-9680

※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。

家庭ごみの特別収集

舘山２、古町１～６、滝の入１
～２、福美町

本町１～２、舘山１、南町４、柏崎、
港町、河原田１～２、南ヶ丘、幸
町１～４、仲町、魚市場前、内の
脇１～３、弁天町

燃やせるごみ

燃やせないごみ
（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

１月９日（水）
※12月24日（月・祝）、
１月14日（月・祝）
の振り替え

九条１～５、四反田、田中１～４、田
中前１～２

リサイクルできるごみ
（ビン・缶類、ペットボトル、発泡スチロール・食品トレイ、灰）

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

１月７日（月）
※３日（木・祝）の振
り替え

１月 17日（木）
※14日（月・祝）の
振り替え

　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。

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

・猪苗代病院（南町 22-7180）　                   ・小松クリニック（東八幡前 21-5770）
・志田整形外科医院（東新城 22-6838）

年末年始取扱業務のご案内

　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高まります。車を運転する
際は、「ゆとりある出発」「ゆとりある運転」を心掛け、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。

年末年始は交通事故にご注意を年末年始は交通事故にご注意を

夕暮れ時の交通事故防止運動
（ラ・ラ・ラ運動）　
来年 1月 31 日まで

　   ライトオン  ~Light on~
       （早めのライト点灯）

　   ライトアップ  ~Light up~
       （目立つ装備・服装）

　   ライトケアフル~Right careful~
       （右側注意） 

冬道の安全運転１・２・３運動
　　来年２月 28 日まで

　 １割、スピードダウンしよう
　 ２倍、車間距離をとろう
　 ３分、早めに出発しよう

年末の交通事故防止運動
本年 12 月 31 日まで

　  歩行者を保護する運転
の確実な実践

　  反射材や LED 安全ライ
トの着用促進

　  「冬道の安全運転１・２・
３運動」の周知徹底

　  飲酒運転の根絶

■問い合わせ先／
　危機管理課 
　☎22-6600 内線 263

・うちクリニック（東新城 23-0087）

●火葬（斎場）／

●子ども夜間安心コール
　プッシュ回線、携帯電話から
　　＃８０００
　プッシュ回線以外、ＰＨＳから
　　０２２           -              ２１２                       -   ９３９０
　【  毎  日 】  19：00～翌 8：00　対象：15歳未満の子ども

●おとな救急電話相談
　プッシュ回線、携帯電話から
　　＃７１１９
　プッシュ回線以外、ＰＨＳから
　　０２２           -              ７０６                       -   ７１１９
　【   平   日  】  19：00～翌 8：00　【 土 曜 日】  14：00～翌 8：00　【日・祝日】  24 時間
　対象：15歳以上

病院へ行く？救急車？
　　  迷ったら

気仙沼　○    ○     ○    ×    ×　○
唐桑　　○    ○     ○    ×    ×　○
本吉　　工事のため１/14 まで休止

日斎場
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29　30　31　１　２　３
○：営業、×：休業

　一般家庭ごみの収集日が、祝日・年末年始期間
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。

特別収集日 対象地区
１月３日（木） 通常の月・木曜日収集地区

特別収集日 対象地区

12月26日（水）
※24日（月・祝）の
振り替え

１月４日（金）
※１日（火・祝）の振
り替え

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

●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、各種証明書の
コンビニ交付、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　☎ 22-6600内線364  
・唐桑総合支所 市民生活課　☎ 32-3130 
・本吉総合支所 市民生活課　☎ 42-2600

■問い合わせ先／
・市民課 市民係　☎ 22-6600 内線 361  
・環境課 環境衛生係　☎ 22-6600内線341
・唐桑総合支所 市民生活課　☎ 32-3130
・本吉総合支所 市民生活課　☎ 42-2600

●水道／●水道／

●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）。なお、
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／市ガス課　☎ 22-7090       

土 木1212 2929月 日 から来年来年１１３３月 日 まで

市役所の窓口など

　水道管破裂や凍結に対応します（受付時間：
午前９時から午後５時まで）。受付後、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（修繕や凍結解氷作業代金はお客様
負担となります）。
　なお、水道使用や水道料金に関するお問い
合わせは期間中休業します。
■問い合わせ先／市水道事務所　☎ 23-2560

診療日 医療機関（所在地・電話番号）五十音順

12月29日（土）

12月30日（日）

12月31日（月）

１月 ２日（水）

・詳しい診療時間などは各医療機関によって異なります。事前にお問い合わせください。
・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。

１月 ３日（木）

診療時間

9:00~12：00

9:00~17：00

9:00~17：00

9:00~12：00

9:00~17：00

9:00~17：00

9:00~17：00

 8:30~12：00

通常の診療
時間と同様

・あいざわクリニック（東新城 21-1160） ・猪苗代医院（三日町 24-7180）
・うちクリニック（東新城 23-0087） ・大里胃腸科内科婦人科医院（南郷 22-7157）
・大友病院（三日町 22-6868） 　　　　　　　　　   ※内科のみの診療

・おだか医院（田中前 22-3210） ・小野医院（唐桑町宿浦  32-3128）
・三条小児科医院（田中前 23-0088） ・齋藤外科クリニック（東新城 22-7260）
・鈴木医院（長磯原ノ沢 27-2315） ・条南整形外科（田中前 29-6711）
・中原クリニック（田谷 23-1028） ・武田眼科医院（南郷 23-3285）

・ 三条小児科医院（田中前 23-0088）

・ すがわら内科クリニック（松崎萱 25-8825）
【歯科】  鈴木歯科医院（赤岩五駄鱈 22-0827）
【薬局】仙台調剤薬局 気仙沼店（松崎萱 25-8456）

・小松クリニック（東八幡前 21-5770）
【歯科】  千葉歯科医院（東新城 22-1360）
【薬局】ししおり調剤薬局（東八幡前 24-2252）

・森田医院(八日町 22-6633）
【歯科】  みうら歯科クリニック（長磯船原 27-4145）
【薬局】  八日町調剤薬局（八日町 21-1510）

・おだか医院（田中前 22-3210）
【歯科】  皆川歯科医院（赤岩五駄鱈 22-9611）

・うちクリニック（東新城 23-0087）
【歯科】山谷歯科医院（本吉町新明戸 42-3577）
【薬局】新城調剤薬局（東新城 25-7956）

１月 １日（火）

休日当番医・歯科医・薬局

■問い合わせ先／市循環型社会推進課 　☎ 22-9680

※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。

家庭ごみの特別収集

舘山２、古町１～６、滝の入１
～２、福美町

本町１～２、舘山１、南町４、柏崎、
港町、河原田１～２、南ヶ丘、幸
町１～４、仲町、魚市場前、内の
脇１～３、弁天町

燃やせるごみ

燃やせないごみ
（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

１月９日（水）
※12月24日（月・祝）、
１月14日（月・祝）
の振り替え

九条１～５、四反田、田中１～４、田
中前１～２

リサイクルできるごみ
（ビン・缶類、ペットボトル、発泡スチロール・食品トレイ、灰）

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

１月７日（月）
※３日（木・祝）の振
り替え

１月 17日（木）
※14日（月・祝）の
振り替え

　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。

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

・猪苗代病院（南町 22-7180）　                   ・小松クリニック（東八幡前 21-5770）
・志田整形外科医院（東新城 22-6838）

年末年始取扱業務のご案内

　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高まります。車を運転する
際は、「ゆとりある出発」「ゆとりある運転」を心掛け、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。

年末年始は交通事故にご注意を年末年始は交通事故にご注意を

夕暮れ時の交通事故防止運動
（ラ・ラ・ラ運動）　
来年 1月 31 日まで

　   ライトオン  ~Light on~
       （早めのライト点灯）

　   ライトアップ  ~Light up~
       （目立つ装備・服装）

　   ライトケアフル~Right careful~
       （右側注意） 

冬道の安全運転１・２・３運動
　　来年２月 28 日まで

　 １割、スピードダウンしよう
　 ２倍、車間距離をとろう
　 ３分、早めに出発しよう

年末の交通事故防止運動
本年 12 月 31 日まで

　  歩行者を保護する運転
の確実な実践

　  反射材や LED 安全ライ
トの着用促進

　  「冬道の安全運転１・２・
３運動」の周知徹底

　  飲酒運転の根絶

■問い合わせ先／
　危機管理課 
　☎22-6600 内線 263

・うちクリニック（東新城 23-0087）

●火葬（斎場）／

●子ども夜間安心コール
　プッシュ回線、携帯電話から
　　＃８０００
　プッシュ回線以外、ＰＨＳから
　　０２２           -              ２１２                       -   ９３９０
　【  毎  日 】  19：00～翌 8：00　対象：15歳未満の子ども

●おとな救急電話相談
　プッシュ回線、携帯電話から
　　＃７１１９
　プッシュ回線以外、ＰＨＳから
　　０２２           -              ７０６                       -   ７１１９
　【   平   日  】  19：00～翌 8：00　【 土 曜 日】  14：00～翌 8：00　【日・祝日】  24 時間
　対象：15歳以上

病院へ行く？救急車？
　　  迷ったら

気仙沼　○    ○     ○    ×    ×　○
唐桑　　○    ○     ○    ×    ×　○
本吉　　工事のため１/14 まで休止

日斎場
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