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12 月 29 日（水）から１月３日（月）まで、　

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。

対　応　内　容 問い合わせ先

戸籍の届出

■婚姻や死亡など、戸籍の届出は、警備員室（本庁舎西側入口、
唐桑総合支所、本吉総合支所）で受け付けします。

■休業期間中に婚姻などの届出を予定している方は、ご希望
日に確実に届出ができるよう事前（平日の開庁時間内）に
内容の審査を受けられることをお勧めします。

※住所異動の受付や住民票などの窓口交付は期間中休業します。

・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 ☎ 42-2974

住民票や各
種証明書の
コンビニ交付
サービス

■ 12 月 28 日までと 1 月４日以降は通常どおり稼働します。
※ 12 月 29 日から１月３日までは休止します。

・市民課 管理記録係
　☎ 22-6600内線 365
・税務課 市民税係
　☎ 22-6600内線 242

水道の漏水

■水道管破裂や凍結に対応します。
■委託業者が受付・対応し、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さま負担となります）。
■受付時間：午前９時から午後５時まで
※料金などの問い合わせは期間中休業します。

・水道事務所 
☎ 23-2560

（期間中は、委託業者
に自動転送されます。）

ガス設備の
故障

■ガス設備の故障・修理に関する相談のみ受け付けます。
■受付時間：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。

・ガス課
　☎ 22-7090

火葬（斎場）

■ 12 月 29 日～ 12 月 31 日、1 月３日以降は通常どおり業務を行います。
※１月１日と２日は休業します。

気仙沼斎場・市民課 市民係 ☎ 22-6600内線 361  ・生活環境課 ☎ 22-3417
唐桑斎場　・唐桑総合支所 市民生活課 ☎ 32-3130
本吉斎場　・本吉総合支所 市民生活課 ☎ 42-2974

ク リ ー ン・
ヒ ル・ セ ン
ター

■ 12 月 28 日までと１月４日以降は通常どおり業務を行います。
※１2 月 29 日から１月３日は休業します。
　・循環型社会推進課 ☎ 22-9680

家庭ごみの
収集

■ 年末年始期間中、一般家庭ごみの収集は休みですが、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

12月 30日（木） 通常の月・木曜日収集地区

※地区ごとのごみ収集カレンダーをご確認ください。
・循環型社会推進課 ☎ 22-9680

　

し尿のくみ
取り収集

■ 年内のし尿くみ取り収集は 12 月 28 日（火）が最終日となります。年内のくみ取り
収集を希望の方は、12 月上旬までに申し込みを行ってください。

※混み合い具合によっては年内のくみ取り収集ができない場合があります。
　・し尿くみ取りの問い合わせ先：気仙沼清掃事業協業組合 ☎ 22-8688
　・し尿処理に関する問い合わせ先：循環型社会推進課 ☎ 24-2421

市役所の業務など市役所の業務など

お知
らせ
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休日当番医・調剤薬局（12/５～１/３）（12/５～１/３）
詳しい受け付け・診療時間などは異なりますので、各医療機関・薬局へ事前にお問い合わせください。

医　　科    歯 科(9：00～12：00）
                        ※最終受付11:30 薬　　局

12/    5
（日） 佐藤徹内科クリニック（南三陸町・47-1175） 三浦齒科医院

（本吉町津谷・42-2418）
こさか調剤薬局
　( 南三陸町・47-2355)

12/12
（日）

齋藤外科クリニック（東新城・22-7260）
9：00 ～ 12：00　外科、皮膚科

熊谷歯科医院
（八日町・23-2211）

かもめ薬局東新城店
　( 東新城・21-1026)

12/19
（日）

市立本吉病院 （本吉町津谷・42-2621）
9：00 ～ 11：00、13：30 ～ 15：00　内科

小松歯科医院
（東八幡前・23-5571）

本吉調剤薬局
（本吉町津谷・42-1088）

12/26
（日）

三条小児科医院（田中前・23-0088）
9：00 ～ 12：00、14：00 ～ 16：00
小児科のみ

ファミリー歯科医院
（田中前・24-2822）

ホープ薬局気仙沼店
（田中前・25-9931）

12/29
（水） ※各医療機関にお問い合わせください 　ー

12/30
（木） ※各医療機関にお問い合わせください ファミリー歯科医院

（田中前・24-2822） 　ー

12/31
（金）

すがわら内科クリニック（松崎萱・25-8825）
9：00 ～ 11：30、14：00 ～ 16：30
高校生以上　内科系

佐藤歯科医院
（唐桑町馬場・32-2309）

仙台調剤薬局気仙沼店
（松崎萱・25-8456）

1/ １
（土・祝） 村岡外科クリニック（田中前・23-3990） 菅原歯科医院

（南郷・24-1818）
にこにこ堂調剤薬局

（田中前・23-3110）
1/ ２
（日）

森田医院（八日町・22-6633）
9：00 ～ 11：30、13：30 ～ 16：00　内科

鈴木歯科医院
（赤岩五駄鱈・22-0827）

八日町調剤薬局
（八日町・21-1510）

1/ ３
（月） ※各医療機関にお問い合わせください 千葉歯科医院

（東新城三丁目・22-1360） 　ー

公共交通機関公共交通機関（12/29～１/３）（12/29～１/３）
12/29（水）から1/3（月）までは、以下のダイヤで運行します。12/29（水）から1/3（月）までは、以下のダイヤで運行します。

12/29（水） 30（木） 31（金） 1/1（土・祝） 2（日） 3（月） 問い合わせ先

高速バス 平常通り運行 ・宮城交通㈱
　☎ 022-261-5333

ＢＲＴ 平日
ダイヤ 休日ダイヤ

・ＪＲ東日本
　お問い合わせセンター
　☎ 050-2016-1600

ミヤコーバス 休日ダイヤ 特別ダイヤ（※） 休日ダイヤ
・ミヤコーバス気仙沼営業所
　☎ 22-7163

・ミヤコーバス津谷営業所
　☎ 42-4501

市内循環バス 休日ダイヤ ・本吉タクシー
　☎ 42-3110

乗合タクシー 休日ダイヤ 運休 休日ダイヤ

・なすやタクシー
　（上廿一線、金成沢線）
　☎ 22-5866

・気仙沼ハイタク（羽田線）
　☎ 24-0026

・本吉タクシー（本吉三陸線）
　☎ 42-3110

岩手県交通 平常通り運行 特別ダイヤ（※） ・岩手県交通㈱一関営業所
　☎ 0191-23-4250

※特別ダイヤの詳細は各運行事業者にお問い合わせください。
※12/29 ～ 1/3 は、三陸線・本吉内陸線・本吉川内線・本吉三陸線は運休します。

　おとな救急電話相談（対象：15歳以上）
プッシュ回線、携帯電話／＃ 7119
プッシュ回線以外、PHS ／ 022-706-7119

【平　日】19：00～翌8：00
【土曜日】14：00～翌8：00【日・祝日】24 時間

　こども夜間安心コール（対象：15歳未満）
プッシュ回線、携帯電話／＃ 8000
プッシュ回線以外、PHS ／ 022-212-9390

【毎日】19：00～翌8：00

病院？
救急車？
迷ったら ※どちらも医療スタッフがアドバイスを行います。

※最新情報は市公式サイトを
　ご覧ください。


