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　古川地域の災害ごみ一時保管所への搬入は 4 月 3 日

で終了しましたが、4 月 13 日から搬入場所を岩出山

上野目字朴
ほうのきがけ

木欠地内（日東電工㈱東北事業所向かい）に

変更して再開します。各地域については次のとおりです。

また、大崎地域広域行政事務組合（各クリーンセンター、

リサイクルセンター）でも災害ごみを受け付けています

ので、注意事項を確認のうえ搬入してください。

4月 7日現在の交通機関の状況です。

1.JR 東日本の運行状況

2. 市内のバスの運行状況

◆市民バス

◆市営バス

◆ミヤコーバス（路線バス）

色麻線（色麻役場前～古川駅前）…通常ダイヤで運行中。

◆ミヤコーバス（高速バス）

◆ JR バス（古川～仙台駅高速バス）

平日は 27 往復運行しています。また、乗車バス停も平

常どおりです。仙台駅発の便は、午後 7 時 50 分発が最

終便となります。

　配水課水質係　 24-1164

水道水放射能測定結果

　大崎市の水道水について、放射能測定を実施したとこ

ろ、すべての水道水について基準値を下回っていました。

　今後も定期的に測定を行い、結果についてお知らせし

ます。

◆測定結果

【放射性ヨウ素】　　　　　　　　（単位：ベクレル /kg）

【放射性セシウム】　　　　　　　（単位：ベクレル /kg）

　　　　　　　　　　　　　　災害ごみ一時保管所　　※搬入時間　9時～ 12 時、13 時～ 16 時　

地　域 場　　　所 受け入れ月日 受け入れ品目

古　川

環境保全課

 23-6074

4 月 13 日から再開し

ます。19 日、20 日、

26 日 、27 日  は 敷

地整理のため休みます。

5 月以降の予定は改めて

お知らせします。

「り災証明書」「被災証明書」の交付を受
けた人または申請中の人が対象です。事
前に環境保全課で搬入許可証の交付を受
けてください。
家屋廃材、土壁、石膏ボードのみ。
※コンクリートブロック、瓦類につい
　ては、㈱江合に搬入となりますが、 
　搬入許可証の交付を受けてください。

松　山

総合支所総務課

 55-2111

駅前市営住宅跡地
4 月 13 日までは毎日。
その後は、17 日、18
日、24 日、25 日。
5 月は日・月曜日のみ。

畳、家具類、コンクリートブロック、瓦類、
土壁、石膏ボード、金属類、ガラス、陶器類

海洋センター隣接地 家屋廃材（木材、木くず）

三本木

総合支所総務課

 52-5830

桑折字推路山地内 4 月 13 日までは毎日。
その後は、17 日、18
日、24 日、25 日。
5 月は日・月曜日のみ。

家屋廃材、畳、家具類、コンクリートブ

ロック、瓦類、土壁、石膏ボード、金属類、

ガラス、陶器類
鹿島台

総合支所総務課

 56-7111

旧鹿島台商業高校跡地

岩出山

総合支所総務課

 72-1211

岩出山木通沢地内
搬入前に、岩出山総合
支所総務課へお問い合
わせください。

コンクリートブロック、瓦類、土壁

田　尻

総合支所総務課

 39-1111

大貫地区公民館グラウンド
17 日 、18 日 、24
日、25 日。
5 月は日・月曜日のみ。

家屋廃材、畳、家具類、コンクリートブ
ロック、瓦類、土壁、石膏ボード、金属類、
ガラス、陶器類

大崎地域広域行政事務組合災害ごみ受け入れ施設
◆注意事項◆

処理能力に限度があるため 2t 車以下の車両で搬入願います。搬入台数は 1 日 1 世帯当たり 2t 車 2 台または、

軽トラック 4 台までとします。災害ごみは原則として、本人持込は無料ですが、他人（業者など）が持ち込む場

合は有料となります。受け入れられないもの：家屋の解体廃材、コンクリート、石、レンガ、廃タイヤ、廃家電

（テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、フロンガスを含む除湿機など）、農薬、廃油、ペンキ、

危険物類、農業用ビニール、育苗箱などの事業系廃プラスチック

※受け入れは平日のみですが、17 日、24 日は受け入れます。

 

　

施　設　名 時　　間 受け入れ品目

可
燃
ご
み

西部玉造クリーンセンター
 78-2166

 8 時 30 分～ 12 時

13 時～ 16 時 30 分

可燃ごみ：通常の「家庭ごみ」受け入れ基準に順じます。

可燃粗大ごみ：一日畳 10 枚まで、布団、木製家具類（ガラス、

金属は撤去したもの）長さ 1.5m、太さ 15cm 以内。

※家具のガラスや金属が外せない場合はリサイクルセンター

   へ搬入願います。

中央クリーンセンター
 28-2386

東部クリーンセンター
 43-2597

不
燃
ご
み

リサイクルセンター
 28-1756

不燃性ごみ：通常の「家庭ごみ」受け入れ基準に準じます。
ガラス、陶器類、ビン類、缶類（アルミ・スチール分別）、
その他燃やせないごみ
※カセットボンベは使い切って、穴を開けてください。

路　　線 区　　間 運　行　状　況

陸羽東線 小牛田～新庄

通常ダイヤで運行中。

※小牛田 7:37 発古川行、

　古川 8:21 発小牛田行

　は運休

東北本線 松島～小牛田 4月 9日から運行再開

東北新幹線 福島～一ノ関 4月下旬までに運行再開予定

路　　線 運　行　状　況

鳴子線 通常ダイヤで運行中。

三本木線 通常ダイヤで運行中。

大貫線
通常ダイヤで運行中ですが、一部迂回運

行のため、三ツ江には停車しません。

古川線
通常ダイヤで運行中ですが、一部迂回運

行のため、三ツ江には停車しません。

宮沢真山線
通常ダイヤで運行中ですが、真山御上、

北沢には停車しません。

清滝線 通常ダイヤで運行中。

松山鹿島台線
通常ダイヤで運行中ですが、一部迂回運

行のため、志引、山王には停車しません。

高倉線 通常ダイヤで運行中。

地　　　域 運　転　状　況

鳴子温泉地域市営バス

（鬼首線）

4 月 11 日から通常ダイヤで

運行します。

岩出山地域市営バス
通常ダイヤで運行中ですが、真

山御上、北沢には停車しません。

田尻地域思いやりバス 通常ダイヤで運行中。

鹿島台地域ミニバス

通常ダイヤで運行中。ただし、

船越線は、鷹待獄、割山、法華坂、

ニューホール前は停車しません。

地　　　域 運転状況

高速仙台鳴子線

（鳴子温泉駅前～仙台駅前）
通常ダイヤで運行

高速仙台古川線

（大崎合同庁舎前～仙台駅前）
通常ダイヤで運行

高速仙台加美線

（小野田支所前～仙台駅前）
通常ダイヤで運行

　まちづくり推進課　 23-5069

交通機関
　環境保全課廃棄物対策係　 23-6074

災害ごみ一時保管所

試　　料 放射性
ヨウ素

食品衛生法に基
づく乳児の飲用
に関する暫定的
な指標値

原子力安全委員
会が定めた飲食
物摂取制限に関
する指標値

青山浄水場系浄水 不検出

100 300清水浄水場浄水 不検出

大崎広域水道系浄水 19.9

試　　料
放射性
セシウ
ム

原子力安全委員会が定め
た飲食物摂取制限に関す
る指標値

青山浄水場系浄水 不検出

200清水浄水場浄水 不検出

大崎広域水道系浄水 不検出

試料採取日 3月 24 日

測定分析機関 ㈱環境総合テクノス


