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令和４年度 市税納付のご案内 … ２
健診・検診を受けて

健康づくりに役立てましょう … ４

令和４年度６月分から「児童手当制度」が変わります … ７
自転車マナーアップ強化月間 … ９

今月の表紙

鯉のぼりが完成したよ。
すみれ保育園の園児たちが一
生懸命作りました。この鯉のぼ
りは５月 11 日（ 水 ）まで、美喜
仁桐生文化会館で掲揚してい
ます。
※撮影時のみマスクを外しています。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載したイベントや講演会などが中止になる
可能性があります。ご理解・ご協力をお願いします。

令和４年度

ステップ

１

市税納付のご案内

納税通知書が届いたら、
納期限を確認

５月 31 日（火） 第 1 期
６月 30 日（木）
８月

納税通知書は、次の月の中旬までに郵送します。
５月…固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）

固定資産税
都市計画税

納期限

‐

１日（月） 第 2 期

８月 31 日（水）

‐

9 月 30 日（金） 第 3 期

市民税
県民税

国民健康
保険税

‐

‐

第1期

‐

‐

第1期

第2期

第2期

‐

第3期

６月…市民税・県民税

10 月 31 日（月）

‐

第3期

第4期

11 月 30 日（水）

‐

‐

第5期

７月…国民健康保険税

12 月 26 日（月） 第 4 期

‐

第6期

税目ごとに納期限が決められていますので、納税通知
書の内容と納期限を確認してください（右表参照）。
軽自動車税（種別割）の納期限は、５月 31 日（火）です。

令和５年
１月 31 日（火）

‐

第4期

第7期

２月 28 日（火）

‐

‐

第8期

併せて確認しましょう

固定資産税・都市計画税
納税通知書の確認を

軽自動車税（種別割）
減免申請

自動車税納付を
お忘れなく

納税通知書や課税明細書

身体などに障がいのある人のために

自動車税（種別割・県税）

に記載されている、所有者

使う軽自動車などの税は、障がいの程

の納期限は、５月 31 日（火）

名、土地・家屋の利用状況

度により減免される場合があります。

です。

などを確認してください。

申請期限＝５月 31 日（火）

納税課（市役所１階）、新

申請場所＝税務課（市役所１階）、新里・

里・黒保根支所、境野・広沢・

取り壊しなどがある場合は、

黒保根支所市民生活課

梅田・相生・川内・菱公民

税務課（市役所１階）にご

申請に必要なもの＝車検証、障害者手

館で納付できます。

連絡ください。

帳、自立支援医療受給者証（精神通院）、

問い合わせ＝桐生行政県税

問い合わせ＝税務課資産税

運転免許証、納税通知書、マイナンバー

事務所（☎ 53‐2113）、群

担当（☎内線 230 ～ 233）

カードか番号確認書類（個人番号通知

馬 県 自 動 車 税 事 務 所（ ☎

カードと本人確認書類など）

027‐263‐4343）

記載内容の変更や家屋の

問い合わせ＝税務課諸税担当（☎内線
224）

17. パートナーシップで目標を達成しよう

広報きりゅう令和４年５月号
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ステップ

２

納期限までに、市税を納付する
問い合わせ＝納税課納税管理担当（☎内線 235・236）

直接窓口などで納付

口座振替で納付

納付場所＝納税課（市役所１階）、新里・黒保根支所、

納期ごとに各種窓口へ出向く手間がなくなり、

境野・広沢・梅田・相生・川内・菱公民館、金融機関、

納め忘れがありません。

コンビニエンスストア

申し込み＝市内の金融機関、納税課（市役所１階）、

※利用できる金融機関やコンビニエンスストアな

新里・黒保根支所、境野・広沢・梅田・相生・川内・

どは、納税通知書に同封の納付書裏面に記載され

菱公民館へ。

ています。

申し込みに必要なもの＝口座番号の分かるもの（預
貯金通帳やキャッシュカードなど）、届出印

ペイジーで納付

スマートフォンアプリで納付

納付をパソコンや携帯電話、ＡＴＭ（現金自動

納付書に印字されたバーコードを専用アプリで

預け払い機）から行えるサービスです。

読み取ることで、納付できます。

ご利用には、下記の市指定金融機関で申し込み

対応アプリ＝モバイルレジ（クレジットカード、

の手続きが必要です。ただし、ＡＴＭでの納付は、

ネットバンキング）、PayPay、LINE Pay、ｄ払い、

その手続きも必要ありません。

au PAY、Ｊ ‐ Coin Pay

市指定金融機関

ペ イ ペ イ

ペ

イ

コ イ ン

ラ イ ン

ペ イ

ペ イ

パソコン
ATM
または （ペイジー
携帯電話
対応型）

足利銀行、群馬銀行、東和銀
行、みずほ銀行、三井住友銀
行、横浜銀行、ゆうちょ銀行

〇

〇

桐生信用金庫、しののめ信用
金庫、中央労働金庫、新田み
どり農業協同組合

〇

‐

Q. 納期限までに、納付できない場合は？
新型コロナウイルス感染症による経済的影響など、やむを得ない事情で納付が困難な場合には、申請
することで、分割して納付できる制度があります。早めにご相談ください。
市税を滞納してしまうと、財産の差し押さえを受けることがあります。差し押さえに至らなくても、
納期限の翌日から延滞金の計算が始まりますので、ご注意ください。
とくに５月は滞納整理強化月間として、令和３年度課税分の市税滞納者に対する催告や差し押さえの
強化を図ります。納付していない人は、早急に納付してください。
問い合わせ＝納税課納税担当（☎内線 237 ～ 240）
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桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

入山時は、火の取り扱い
にご注意ください

春先は、林野火災が多く発
生する季節です。
本市でも、令和 年 月に
発生した黒保根町の林野火災
は、たき火の火の粉が強風に
あおられて約 ヘクタール
（東京ドーム約３個分）を焼
損し、鎮火までに 日間を要
しました。
林野火災は、人の不注意に
よって発生することがほとん
どです。 月になると暖かい
日が多くなり、ハイキングな
どで山に入る人が増えると思
いますが、その際は次のこと
を心がけてください。
①火気の取り扱いに注意し、
落葉などの可燃物がある場所
では火の使用を控える。
②喫煙する場合は、吸い殻を
専用ケースに入れて持ち帰る。
市民の皆様には、本市のか
けがえのない財産である山林
を火災から守るため、改めて
火の取り扱いに十分注意をお
願いします。
桐生市長 荒木 恵司
5

こんにちは
市長です

健診・検診を受けて

健康づくりに役立てましょう
６月から始まる健康診査（健診）・各種検診の受診券を５月下旬から郵送します。
年に一度、受診できる良い機会です。封筒が届いたら、必ず内容を確認しましょう。
定期的に健診・検診を受け、病気を未然に防ぎましょう。
問い合わせ＝健康長寿課成人保健係（☎内線268）
健康長寿課 保健師

健診・検診の種類
受診区分

内

個別 集団

容

対

象

費

用

●

●

身体計測、内科診察、血 40 歳以上の桐生市国民健康保険（国保） 500 円※
圧測定、尿検査、血液検 加入者、医療保険未加入の生活保護受給
者、後期高齢者医療制度（後期高齢）加
査など
入者※国保・後期高齢で実施する人間
ドックを受診する人は対象外

●

▲

問診、血液検査（Ｂ型肝 40 歳以上で、過去に肝炎ウイルス検診 500 円（個別勧奨対
炎検査、Ｃ型肝炎検査） を受診していない人
象者は無料）※

●

‐

問診、歯・歯肉・口腔粘 令 和 ４ 年 度 に 20・25・30・35・40・ 500 円※
膜・舌などの状態の検査 45・50・55・60・65・70 歳になる人

胃がんリスク

●

▲

血液検査

40 歳から５歳刻みの年齢の人

ピロリ菌

●

‐

血液検査

令和４年度に 20・25・30・35 歳になる人 500 円※

●

問診、バリウムによる胃 40 歳以上の人
部エックス線撮影

わたらせ健康診査

各種検診

肝炎ウイルス
歯周病

こうくう

がん検診

胃がん

（バリウム）

‐

胃がん
（内視鏡）

●

‐

結核・肺がん

大腸がん
前立腺がん

500 円

1,000 円（キノピー
検診対象者は無料）
※

問 診、 内 視 鏡（ 胃 カ メ 50 歳以上の人※前年度に胃がん（内視 4,000 円※
ラ）を口または鼻から挿 鏡）個別検診を受けた人、桐生市の胃が
ん（バリウム）検診や国保・後期高齢人
入し、胃の中を検査
間ドックを受ける人は受けられません。
問診、胸部レントゲン検 40 歳以上の人
査、問診で必要と認めら
かくたん
れた人の喀痰細胞診検査

胸部レントゲン検査
500 円（キノピー検
診対象者と 65 歳以
上の人は無料）、喀
痰細胞診 700 円※

‐

●

●

●

問診、２日間の採便によ 40 歳以上の人
る便潜血反応検査

500 円（キノピー検
診対象者は無料）※

●

▲

血液検査

1,000 円※

●

●

問診、子宮頸部の細胞診、 20 歳以上の女性
内診

1,100 円（キノピー
検診対象者は無料）
※

問診、マンモグラフィ（登 40 歳以上で、前年度に乳がん検診を受
録保険医療機関では、年 けていない女性
齢によって視触診や超音
波検査を追加可）

基 本 検 診（ 問 診、
マ ン モ グ ラ フ ィ）
1,000 円（キノピー
検診対象者は無料）
※

けい

子宮頸がん

乳がん
●

●

50 歳以上の男性

▲…わたらせ健診を同日に受診する人のみ申し込みできます。
※無料要件あり。70 歳以上の人や生活保護受給者などは、無料になります。詳しくはお問い合わせください。

広報きりゅう令和４年５月号
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各種検診・インフルエンザ予防接種受診券

各種検診・インフルエンザ予防接種受診券（桃色

わたらせ健康診査受診券（若竹色の封筒）

の封筒）

対象＝ 40 歳以上の桐生市国民健康保険加入者、

対象＝市内に居住する 20 歳以上の女性と、20・

医療保険未加入者の生活保護受給者、後期高齢者

25・30・35・40 歳以上の男性

医療制度加入者など

２種類の受診方法
受診方法は、個別健診・検診（希望する登録保険医療機関で受ける）と、集団健
診・検診（各会場の検診車で受ける）の２種類です。
個別と集団の両方を受けることはできません。
詳しい日程などは、受診券に同封した「日程と受け方」をご確認ください。複数
の検診が１日で受けられる総合検診などの情報も記載しています。
健康長寿課 保健師

１

個別健診・検診

２

集団健診・検診

期間＝６月１日（水）～10月31日（月）※歯周病

期間＝６月～令和５年１月

検診、胃がん（内視鏡）検診は12月28日（水）ま

場所＝保健福祉会館（末広町）、新里町保健文化

で。乳がん検診、子宮頸がん検診は令和５年１月

センター、黒保根町保健センター、桐生ガススポ

31日（火）まで。

ーツセンター（市民体育館、相生町三丁目）、総

場所＝登録保険医療機関、登録歯科保険医療機関

合福祉センター（新宿三丁目）、東・北・境野・
広沢・梅田・相生・川内・桜木・菱公民館、桐生
保健福祉事務所（相生町二丁目）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

申し込み＝「日程と受け方」ちらし内のはがき

個別健診・検診の予約に変更が生じる場合や、

を、希望する受診日の３週間前までに、郵送で健

集団健診・検診が延期・中止になる場合があ

康長寿課へ。申し込んだ人へ、後日、検診日の決

ります。

定通知書を郵送します（検診日は先着順で決定し

最新の情報は、広報きりゅうや市ホームペ
ージをご確認いただくか、各登録保険医療機
関へお問い合わせください。

ます）。
※わ たらせ健診受診者は、同日に、採血による検
診（胃がんリスク、肝炎ウイルス、前立腺が
ん）ができます。

5

桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

３. すべての人に健康と福祉を

３回目

新型コロナワクチン追加接種
12 歳以上 17 歳以下の人へ

問い合わせ＝桐生市予約受付センター ☎ 44 ‐ 8212
※月～金曜日、午前９時～午後５時（祝日を除く）

対象

接種券の発送

新型コロナワクチンを２回接種した後、６か月経過
した、12～17歳の人。

２回目のワクチン接種から６か月を経過した人に、
順次発送します。

※原則、16歳未満は保護者の同伴が必要

※転入などにより接種記録が確認できない場合、接種
券が送られないことがあります。２回目接種から６

新型コロナワクチン接種の予診票 （追加接種用）
券

※太枠内にご記入またはチェック□を入れてください。
都
府

住民票に
記載されて
いる住所

市
町

区
村

2

（ □ 予診のみ）

か月半が経過しても接種券が届かない場合は、地域

回目

3

券 番 号
氏

フリガナ

氏

種

請 求 先

道
県

名

電話
番号

名

生年月日
（西暦）

年

月

日生（満

歳）

男・

女

度

診察前の体温

質問事項

回答欄

新型コロナワクチンの接種を受けたことがありますか。
接種日
（1回目：
年
月
日、 2回目：
接種を受けたワクチン
（

年

月

日）
）

現時点で住民票のある市町村と、
接種券又は右上の請求先に記載されている市町村は同じですか。
『新型コロナワクチンの説明書』
を読んで、効果や副反応などについて理解しましたか。

分
医師記入欄

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

ださい。

現在、
何らかの病気にかかって、
治療
（投薬など）
を受けていますか。
病

Certiﬁcate of Vaccination for COVID-19
あなたの接種券番号：

年
月

）
□その他
（

）

最近1ヶ月以内に熱が出たり、
病気にかかったりしましたか。 病名
（

）

はい

いいえ

今日、
体に具合が悪いところがありますか。 症状
（

）

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

けいれん
（ひきつけ）
を起こしたことがありますか。

3 回目
接種年月日

）

治療内容：□血をサラサラにする薬
（

新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証（臨時接種）

氏

名

住

所

薬や食品などで、重いアレルギー症状
（アナフィラキシーなど）
を起こしたことがありますか。
薬・食品など原因になったもの
（
）
これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったことはありますか。
種類
（
） 症状
（

メーカー/Lot №
（シール貼付け）

）

現在妊娠している可能性
（生理が予定より遅れているなど）
はありますか。
または、授乳中ですか。
2週間以内に予防接種を受けましたか。 種類
（

日

） 受けた日
（

）

今日の予防接種について質問がありますか。

接種場所

発送内容

名：□心臓病 □腎臓病 □肝臓病 □血液疾患 □血が止まりにくい病気 □免疫不全
□毛細血管漏出症候群 □その他
（

この書面は、あなたが３回目のワクチン接種をした事実を
証明する大事な書面ですので、大切に保管してください。

生年月日
医師記入欄

医療機関
記入欄

以上の問診及び診察の結果、今日の接種は（

可能

・

医療感染症対策室（☎内線305）へお問い合わせく
①接種券一体型予診票、予防接種済証
②接種のお知らせ…Ａ４両面２枚
③説明書（ファイザー）…Ａ４両面１枚

医師署名又は記名押印

見合わせる ）

本人に対して、接種の効果、副反応及び予防接種健康被害救済制度について、説明した。
時間外
（受付時間

：

）

休日

小児
（6歳未満）

予備①

予備②

※該当する項目について、
マークの形からはみ出さないように濃く塗りつぶしてください。

新型コロナワクチン接種希望書
医師の診察・説明を受け、接種の効果や副反応などについて理解した上で、接種を希望しますか。（

新型コロナワクチン 1、2 回目接種記録

この予診票は、接種の安全性の確保を目的としています。

2回目

1回目
接種年月日

年

月

このことを理解の上、本予診票が市町村、国民健康保険中央会
及び国民健康保険団体連合会に提出されることに同意します。

年

日

月

日

Lot No.
接種場所

※ ＊が印字された部分の記録については、別途、当該接種の実施者から発行さ
れた接種済証、接種記録書、接種証明書等によって証明されます。

DIC 000

ワクチン名・ロット番号
医師記入欄

メーカー

金赤05

接種量

月

接種を希望します ・

ml

接種を希望しません）

被接種者又は
日 保護者自署

（※自署できない場合は代筆者が署名し、代筆者氏名及び被接種者との続柄を記載）
（※被接種者が16歳未満の場合は保護者自署、成年被後見人の場合は本人又は成年後見人自署）

実施場所・医師名・接種年月日

使用ワクチン

※医療機関等コード・接種年月日は枠内に収まるよう記入してください。

実施場所

シール貼付位置

※枠に合わせてまっすぐに
貼り付けてください

年

医師名

（注）
有効期限が切れていないか確認

接種券一体型予診票

医療機関等コード

接種年月日 ※記入例）４月１日→０４月０１日

2 0 2

年

月

日

50-990-V09 1A／両毛システムズ／コロナワクチン接種券（3回目）／2021.10.28 k-media1_1（特色）
（2020）
担当営業

検査機校正

第三校正

第二校正

第一校正

ファイザー社製

個別接種

集団接種

接種に関する問い合わせは、接種券が届いた後にし

12 歳～ 17 歳接種限定

ていただきますよう、お願いします。
問い合わせの増加による診療の圧迫を防ぐために、
ご協力ください。

実施場所
総合福祉センター（新宿三丁目）

実施場所

市内 65 保険医療機関

予約受付開始日

接種日
５月７日（土）※以降、５月中は毎週土曜日に実施し

接種券が届いた人から、各保険医療機関において随時
受け付けます。

ます。

予約受付

接種開始日

毎週木曜日に新規枠を開放します（予約が埋まり次第

各保険医療機関において随時開始します。

一旦予約受付を終了）。

予約方法

予約方法

各保険医療機関にお問い合わせください。

LINE（群馬県デジタル窓口）または電話（市予約受

※保険医療機関の数は今後変動する場合があります。

付センター 0277-44-8212）で受け付けます。

ラ イ ン

※保険医療機関により接種開始日や予約受付の方法は
異なります。
３. すべての人に健康と福祉を

広報きりゅう令和４年５月号
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ら
か
分
月
年度６

令和４
「児童手当制度」が変わります
問い合わせ＝子育て支援課子育て支援係（☎47‐1152）

所得上限限度額の新設
所得制限限度額に加え、所得上限限度額が新
たに設けられました。
受給者の所得が所得上限限度額を超過すると、

扶養親族
などの数

児童手当・特例給付が支給されません。また、当
該年度で受給権も消滅します。
翌年度以降の所得が所得上限限度額を下回っ
た場合は、改めて申請が必要です。
ポイント
▶所得が①未満の場合、児童手当（月額 15,000
円または 10,000 円）を支給
▶所 得が①以上②未満の場合、特例給付（月額
5,000 円）を支給
【新設】▶所得が②以上の場合、児童手当は支給
されません

①所得制限限度額

②所得上限限度額

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

（万円）

（万円）

（万円）

（万円）

０人

622

833.3

858

1,071

１人

660

875.6

896

1,124

２人

698

917.8

934

1,162

３人

736

960

972

1,200

４人

774

1,002

1,010

1,238

５人

812

1,040

1,048

1,276

※扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者、扶養親族、
扶養親族などでない児童で、前年の12月31日において生計を
維持したものの数をいいます。扶養親族などの数に応じて、限
度額（所得額ベース）は、1人につき38万円（扶養親族等が同一
生計配偶者（ 70歳以上の者に限る ）または老人扶養親族である
ときは44万円）を加算した額となります。
※
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。実際は、
給与所得控除や医療控除、雑損控除などを控除後の所得額で、
所得制限を確認します。

現況届の提出の省略
毎年提出いただいていた現況届は、令和４年度より提出不要になりました。
ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な人には、５月下旬頃に案内通知を発送します。
▶「配偶者の暴力から逃げている」などの理由で、
市に住んでいるが、住民票の住所地が桐生市ではない人
▶支給対象児童の戸籍と住民票がない人
▶離婚協議中で配偶者と別居している人
▶法人である未成年後見人
▶施設等受給者
▶その他、桐生市から提出の案内があった人

7

桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

３. すべての人に健康と福祉を

企業版ふるさと納税を募集
企業版ふるさと納税とは、国の認定を受けた地方公

寄附を募集している主な事業は下 - 表のとおりで

共団体の地方創生プロジェクトに対して、市外に本社

す。詳しくは市ホームページをご覧ください。

を置く企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税

寄附の要件

額控除される仕組みです。寄附金額の最大 9 割が税額

①寄附額が 10 万円以上であること

控除され、例えば、100 万円の寄附を行うと実質的な

②市内に本社を置いていないこと

企業負担は約 10 万円になります。

③寄附を行うことの代償として、経済的利益を伴わな

エスディージーズ

また、ＳＤＧｓ達成などの社会貢献により、企業の

いこと
問い合わせ＝企画課企画戦略担当（☎内線 525）

イメージアップにもつながります。

企業版ふるさと納税の税控除の内訳
寄附額
企業版ふるさと納税を活用した寄附の軽減効果
軽減効果が最大約９割に！

通常の寄附の軽減効果
損金算入による軽減効果
国税＋地方税

①法人住民税＋②法人税

控除

約３割

③法人事業税

４割

控除

企業負担

２割

約１割

令和 4 年度の主な寄附対象事業
※次の事業の他にも、寄附の対象となる
場合がありますので、お気軽に企画課へ
ご相談ください。
（２）日本遺産活用事業

（１）広報事業の拡充
本市の魅力を広く伝えていくため広報
監業務を拡充し、更なる情報発信を行
います。
（３）有鄰館事業

日本遺産の更なる周知・活用に向け、

桐生市指定重要文化財である有鄰館の

ノベルティの作成、ポスターの作成な

煉瓦蔵における電動シャッターの修繕

どを行います。

を行います。

（４）重伝建整備事業
「重伝建地区公開活用施設」の保存修理
工事を行います。
（６）歴史まちづくり事業

（５）桐生が岡遊園地事業
遊園地の更なる魅力向上のため、新た
なアトラクションを導入します。
（７）バス交通対策事業

桐生が岡公園広場周辺整備、横断歩道

運行事業者によるバスロケーションシ

橋美装化工事を行います。

ステムの導入を補助し、安心な利用環
境を整備します。

（８）教育関連事業

（９）運動公園管理事業

スクールロイヤーの設置による法的な

利用者の利便性向上のため、桐生市運

助言と教職員研修や児童・生徒への授

動公園の屋外トイレ改装を実施します。

業支援を実施します。
（10）新里町運動施設関連

（11）水沼診療所関連

新里総合グラウンドのナイター設備の

閉院している水沼診療所の再開に向け

LED 化工事を実施します。

て医療機器の整備を実施します。

広報きりゅう令和４年５月号
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２

キノピー

１

①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
▼飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
▼夜間はライトを点灯
▼交差点での信号遵守と一時停止・
安全確認
⑤子どもはヘルメットを着用、大人も
ヘルメット着用は努力義務

自転車マナーアップ強化月間

月は自転車マナーアップ
強調月間です。

自転車は車両です。
自転車の交通ルールを守り、
安全に利用しましょう。

自転車の

安全利用のために

大切なことは・・・

３

5

４
ヘルメットを着用しよう！

自転車は一列で！

いつも安全ルールを守って
くれてありがとう。
これからもお願いします。
７

５

６

※撮影協力：桐生第一高校

自転車保険の加入が義務づけられています。

9

事故を起こすと、自分がけがをするだけで

えて自転車保険に加入することが義務化され

なく、相手にけがをさせたり、相手の物を壊

ました。群馬県が認定した自転車保険につい

したりすることがあります。加害者となった

ては、県ホームページでご確認ください。

場合、多額の損害賠償を求められるケースが

問い合わせ＝地域づくり課生活安全担当（☎

あります。令和 3 年 4 月 1 日から、事故に備

内線 465）

桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

11. 住み続けられるまちづくりを

おりひめバスを利用しましょう
おりひめバスは、通院や買い物、通学など多くの市
民の移動手段として利用されており、自然環境にもや
さしい公共交通です。

乗車券販売所
バスの各種乗車券は、下記の場所で販売しています。
おりひめバス車内（定期券を除く）／市役所地階売店

現在、７路線を運行していますが、将来にわたって

／桐生厚生総合病院１階売店／市民活動推進センター

この貴重な交通手段を守り続けていくことは、持続可

「ゆい」／ＭＥＧＡドン・キホーテ桐生店／群馬大学

能なまちづくりに向けてとても大切なことです。

メ

ガ

生協桐生キャンパス／境野・広沢・梅田・相生・川内・

普段は自家用車で移動している人も、通勤・通学や
買い物、市内散策などにぜひご利用ください。

菱公民館／桐生朝日自動車株式会社／株式会社沼田屋
タクシー

問い合わせ＝交通ビジョン推進室交通ビジョン推進担
当（☎内線 387）、桐生朝日自動車株式会社（☎ 54
‐ 2420）

お得な乗車券
券種

１日フリー乗車券
大人 500 円
（当日限り、全路線乗り降り自由） 市外の子ども 250 円

運賃（全路線共通）
大人（中学生以上）
子ども（市内小学生以下）

費用

１冊（100 円券 11 枚）
1,000 円

回数券

200 円
無料
※市外の子どもは 100 円

市内在住で身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育
手帳の交付を受けている人は、バスから降りるときに、
運転手に手帳（コピー可）を提示することで、無料（市
外の大人 100 円、子ども 50 円）になります。

定期券

通勤定期券

１か月
２か月
３か月

6,000 円
11,700 円
17,100 円

通学定期券

１か月
２か月
３か月

5,000 円
9,750 円
14,250 円

１か月
敬老パスポート
３か月
（市内の 70 歳以上）
６か月

500 円
1,460 円
2,850 円

おりひめバスの乗り方

③
①

④降りる時に、運賃
と整理券を運賃箱に
入れてください。
定期券と１日フリ
ー乗車券の人は、整
理券を運賃箱に入れ、
運転手に券を提示し
てください。

①バスが近づいたら、手
を上げて運転手に合図し
ましょう。
②乗る時は、バスの後ろ
側の入り口から。乗車口
にある整理券をお取りく
ださい。

②

11. 住み続けられるまちづくりを

③降りるバス停のア
ナウンスがあったら
「降車ボタン」を押
してください。バス
が停まってから、移
動しましょう。

④
広報きりゅう令和４年５月号 10

Kiryu News

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントなどが中止になる可能性があります。

・令和４年４月１日以降に養育費の取り決めに係る
費用を負担した人 など
対象経費＝公証人に支払った手数料、公正証書作成
のために取得した戸籍謄本など添付書類の取得費用
など
補助額＝上限３万円
▶養育費保証支援事業補助金
養育費の保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に負
担した保証料を補助します。
対象
・養育費の取り決め対象となる児童（18歳以下）
を現に養育している人
・保証会社と１年以上の養育費保証契約を締結して
いる人 など
対象経費＝保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に要
する経費のうち初回の保証料
補助額＝上限５万円

ひとり親の養育費確保支援事業
市ではひとり親の経済的安定と子どもの健やかな
成長と生活を支えるため、養育費確保のための補助
金を交付します。
補助金の対象は下記以外にも要件がありますので、
まずは電話や来所で子育て相談課（保健福祉会館１
階）にご相談ください。
問い合わせ＝子育て相談課子育て相談係（☎43‐
2000）
▶養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金
子どもの養育費について取り決めた公正証書など
を作成した場合、その費用を補助します。
対象
・養育費の取り決め対象となる児童（18歳以下）
を現に養育している人

売却・貸付方法
入札により落札
者を決定のうえ、
売却や貸付をしま
す。
なお、希望者が
いない場合は、６
月20日（月）から
令和５年３月31日
（金）までの間に、
随時募集します。

市有地を売ります、貸します
売却物件は９件、貸付物件は１件で、下表のとお
りです。申込用紙と案内書は、財政課と市ホームペ
ージにあります。
申し込み＝５月９日（月）から23日（月）まで
（土・日曜日を除く）に、申込用紙に必要事項を記
入し、直接または郵送（当日消印有効）で、財政課
（市役所３階、〒376‐8501桐生市役所）へ。
問い合わせ＝財政課財産活用担当（☎内線547・
554）

売却物件番号４
東一丁目の公売地

市有地売却物件
所在地

用途地域

地目

地積
平方メートル

最低入札価格

坪

1 小梅町 99 番 11

準工業

宅

地

353.26

106.86

9,580,000 円

2 小梅町 205 番 5

準工業

宅

地

200.91

60.77

4,990,000 円

3 浜松町二丁目 77 番 30

準工業

宅

地

147.51

44.62

4,500,000 円

4 東一丁目 788 番 11

準工業

宅

地

866.23

262.03

26,340,000 円

5 宮本町一丁目 1286 番 5 外 5 筆

商 業

宅

地

831.70

251.58

18,390,000 円

近隣商業

宅

地

336.74

101.86

10,750,000 円

雑種地

904.00

273.46

7,690,000 円

6 桜木町 1382 番 24 外 1 筆
7 梅田町二丁目 48 番 1

第一種住居

8 相生町四丁目 316 番 2

準工業

宅

地

1,231.79

372.61

11,210,000 円

9 相生町四丁目 330 番 6

準工業

宅

地

401.23

121.37

4,740,000 円

市有地貸付物件
所在地
1 天神町二丁目 578 番 6 外 3 筆

11 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

用途地域

地目

第一種住居

雑種地

地積
平方メートル
2,696.49

坪
815.68

最低入札価格
（年額）
1,333,410 円

Kiryu News
カッコソウを大事にしましょう

カッコソウはサクラソウの仲間で、世界で鳴神山
（桐生市とみどり市）周辺だけに生育する大変希少
な植物です。
開花時期は場所や標高によりますが、３月下旬か
ら５月上旬までの間、ピンク色のかわいらしい花を
咲かせます。かつては普通に見られた植物ですが、
現在では、山でその姿を見かけることはまれになっ
てしまいました。
絶滅のおそれがあります
平成24年５月に絶滅のおそれのある野生動植物
の種の保存に関する法律（通称：種の保存法）によ

災害時に自力で逃げられない人
支援体制づくりに協力を
市では、台風や大雨など予測可能な災害が起こっ
たときに、家族の援助が受けられない人や自分で避
難することが難しい人を「避難行動要支援者」とし
て事前に登録し、いざという時に地域で支援を受け
られる体制作りを進めています。

り国内希少野生動植物種に指定されたことから、無
許可でのカッコソウの採取・売買・譲渡（売る・あ
げる・貸す／買う・貰う・借りる）が禁止されてい
ます。
家庭で育てている人はご連絡を
以前からお持ちのカッコソウを家庭で育てること
は違法ではありませんので、桐生の宝でもあるカッ
コソウを大切に育ててください。
ご家庭の庭などでカッコソウを育てている人で、
種の保全活動にご協力いただける人は、ぜひお知ら
せください。
カッコソウのロゴマーク
令和２年、桐生市とみどり市内の中学校、高校に
在籍する生徒を対象に、カッコソウロゴマークのデ
ザインを募集しました。
応募作品440点の中から、
最優秀賞が選ばれ、ロゴマー
クが決定しました。
ロゴマークは、自然環境保
全のシンボルとするために活
用されています。
カッコソウの
問い合わせ＝自然観察の森
ロゴマーク
（☎65‐6901）

人に対して、各地区の民生委員が、名簿作成のため
訪問調査させていただきます。
また、⑤に該当する人で登録を希望する人は、福
祉課（市役所１階）、新里・黒保根支所市民生活課
で受け付けます。
問い合わせ＝福祉課社会福祉係（☎内線271）

避難行動要支援者名簿作成の調査
対象＝在宅の人で、①～⑤のいずれかに該当する人
①65歳以上の一人暮らしの人
②介護保険の認定区分が要介護度３・４・５の人
③身体障害者手帳１級または２級の交付を受けてい
る人
④療育手帳のＡ判定の交付を受けている人
⑤その他、支援を必要とする人および自ら希望した
人
令和３年３月１日から令和４年２月28日までに
新たに①から④のいずれかに該当した人については、
４月上旬までに通知を郵送しました。そのうち、同
封した登録申請書兼登録個別名簿の返送のなかった

避難行動要支援者登録申請書
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントなどが中止になる可能性があります。

を限定させていただきます。
各施設の再開予定日などは下表のとおりです。
利用人数に限りがありますので、利用日の前日
（月曜日の利用については前週の金曜日）に各施設
へ予約のうえ、ご利用ください。
問い合わせ＝桐生市社会福祉協議会（☎40‐
1717）、健康長寿課長寿支援係（☎内線556）

長寿センターなど７施設を再開
新型コロナウイルス感染防止のため、長期にわた
り休館していた長寿センターなど７施設を４月から
順次再開しています。
感染防止の観点から、当分の間は、開館日（週２
回）、利用時間、利用人数、用途（入浴利用のみ）
施設名・電話番号
東長寿センター
☎ 47 ‐ 5712
境野長寿センター
☎ 46 ‐ 5578
新里福祉センター
☎ 74 ‐ 0090
川内長寿センター
☎ 65 ‐ 5801
ふれあいホーム
☎ 44 ‐ 9145
美原長寿センター
☎ 43 ‐ 4002
広沢老人憩の家
☎ 54 ‐ 0881

再開日

開館日（曜日）

利用時間

利用人数（先着順）

４月 14 日（木）～

月・木曜日

４月 15 日（金）～

火・金曜日

４月 27 日（水）～

水・土曜日

５月 13 日（金）～ ※

火・金曜日

５月 18 日（水）～ ※

水・土曜日

各時間帯
男女各３人

５月 20 日（金）～ ※

月・金曜日

各時間帯
男女各５人

５月 26 日（木）～ ※

木・日曜日

各時間帯
男女各３人

各時間帯
男女各５人
各時間帯
男女各 10 人
① 11：00 ～ 12：00
② 13：00 ～ 14：00

各時間帯
男女各５人

※新型コロナウイルス感染症の感染状況などによっては、再開日を変更させていただく場合があります。

野鳥繁殖期のため
自然観察の森 エリア規制

設け、うかい案内をします。
期間＝５月９日（月）～６月27日（月）※延長の
場合あり
問い合わせ＝自然観察の森（☎65‐6901）

野鳥の繁殖期に伴い、閉鎖エリアを設けます。
写真撮影や観察などで、人が不用意に近づくと、
親鳥が子育てをしなくなってしまいます。そのため、
産卵から巣立ちをするまでの間、進入禁止の看板を

ノスリ観察舎

カワセミ
観察舎

閉鎖エリア

ネイチャーセンター
駐車場

13 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

オオムラサキ観察舎
自然観察の森 利用エリア規制図

Kiryu News
令和４年度
防災ラジオの定期試験放送
緊急告知ＦＭラジオ（防災ラジオ）に関係する機
器などの運用管理のため、定期試験放送を実施して
います。
令和４年度の放送期日・時間は次のとおりです。
期日＝原則、毎月第２金曜日※９月と３月について
は、第２日曜日に実施します。
時間＝午後２時から
防災ラジオは、電源が入っていない状態でも緊急
放送の信号を受信し、自動的に最大音量で情報を流
した後に電源が切れます。
▶市役所などで有償頒布しています
防災ラジオは、１台1,000円で頒布しています。

桐生市職員採用試験
技能職員（街路樹・植栽管理業
務など）
試験期日＝６月５日（日）
採用予定日＝９月１日
場所＝美喜仁桐生文化会館
採用予定人数＝若干人
職種＝技能職員（街路樹・植栽管理業務など）
対象＝昭和62年４月２日から平成16年４月１日ま
でに生まれた人
試験内容
第１次試験…適性検査、作文、書類審査
第２次試験・最終試験…個人面接など
申し込み
５月16日（月）までに直接（土、日、祝日を除
く、午前８時30分から午後５時15分まで）または
郵送（必着）で人材育成課（市役所３階、〒376‐
8501桐生市役所）へ。

申込用紙は市役所やホームページで

頒布場所=防災・危機管理課（市役所３階）、新
里・黒保根支所、境野・広沢・梅田・相生・川内・
菱公民館
問い合わせ＝防災・危機管理課防災・危機管理担当
（☎内線415）

全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）による全国一斉情報伝達試験
国が行う全国一斉情報伝達試験に合わせて、防災
行政無線（新里・黒保根町）と緊急告知ＦＭラジオ
（防災ラジオ）を連動させた自動起動放送による情
報伝達試験を行います。
Ｊアラートは、大雨や地震、弾道ミサイル情報な
どの緊急情報を国が送信するシステムです。
市町村の防災行政無線や防災ラジオのほか、携帯
電話会社による緊急速報メール（エリアメール）な
どと連動して、瞬時に皆さんへ情報を伝達します。

情報伝達試験
期日＝５月18日（水）

試験案内と申込用紙は、同課、総合案内所（市役
所１階）、新里・黒保根支所、各公民館、市ホーム
ページにあります。
なお、第１次・第２次試験合格通知書で、次の試
験日程などをお知らせします。
問い合わせ＝人材育成課人事給与担当（☎内線
542）

時間＝午前11時から

放送内容
●新里・黒保根町の防災行政無線
「こちらは、ぼうさい にいさと（くろほね）で
す。」
「これは、Ｊアラートのテストです。」
※３回繰り返し
●防災ラジオ
「これは、Ｊアラートのテストです。」
※３回繰り返し
緊急放送が終了しても防災ラジオが止まらない場
合は、一度スイッチを入れてから電源を切ると止ま
ります。
問い合わせ＝防災・危機管理課防災・危機管理担当
（☎内線415）
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第38回市民梅狩り参加者募集

期日＝６月12日（日）※雨天決行
時間＝午前９時から※午前８時30分から８時50分
まで、南公園管理事務所前で受け付けます。必ず参
加決定の返信はがきをお持ちください。
場所＝南公園内梅林
対象＝市内に居住する人
募集人数＝350人（抽せん）
費用＝１人300円（２キログラムまで）
申し込み＝５月14日（土）まで（当日消印有効）
に、往復はがきで南公園管理事務所（〒376‐0013
広沢町五丁目4716‐11）へ。はがきに「市民梅狩
り参加申し込み」、①住所、②氏名（参加者全員）、
③参加人数（４人まで）、④電話番号を記入してく
ださい。応募は１グループ１枚までです。返信はが
きの表面には代表者の住所と氏名を記入し、裏面に
は何も記入しないでください。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止
になる場合もあります。
問い合わせ＝南公園（☎52‐3456）

マイナンバーカード申請
新里、黒保根でサポートします

令和３年分
所得・課税証明を発行します

マイナンバーカード出張申請サポートを次のとお
り実施します。
対象＝市内に住所を有し、マイナンバーカードを取
得していない人
内容＝申請に必要な顔写真を無料で撮影し、マイナ
ンバーカードのオンライン申請を実施します。
持ち物＝マイナンバーカード交付申請書※交付申請
書をお持ちでない人は、再発行する際に身分証明書
が必要となります。
問い合わせ＝出張申請サポートに関すること…ＤＸ
推進室業務プロセス担当（☎内線558）、交付申請
書に関すること…市民課住民担当（☎内線245）・
新里支所市民生活課（☎74‐2216）・黒保根支所
市民生活課（☎96‐2112）

６月８日（水）から、令和３年分（令和４年度課
税）の所得・課税証明を発行します。ただし、市民
税・県民税の全てを給与から天引き（特別徴収）で
納めている人は５月13日（金）から発行します。
申請場所＝税証明交付コーナー（市役所１階）、新
里・黒保根支所、境野・広沢・梅田・相生・川内・
菱公民館
受付時間＝午前８時30分から午後５時15分まで
手数料＝350円（１通）
申請に必要なもの＝身分証
明書※桐生市の住民基本台
帳に記載されている同一世
帯の親族以外の人が代理で
申請する場合は、委任状が
必要です。申請書や委任状
は、申請場所と市ホームペ
ージにあります。また、申
税証明交付コーナー
請場所に来ることができな
（市役所１階）
い人は郵送で申請できます。
問い合わせ＝税務課市民税担当（☎内線226～
228）

出張申請サポート日程
期日

場所

５月 12 日（木）

新里支所

５月 18 日（水）

黒保根支所

受付時間
午前９時～正午

15 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

くらしガイド

お知らせ

名１２０人／計１７１万５
０００円

企業版ふるさと納税
寄附金

▼信金中央金庫／１０００
万円

物品（敬称略）
21

ご寄付ありがとう
ございました

寄付金（敬称略）
日受け入

１月 日～３月 日受け入
れ
▼桐生中央ライオンズクラ
ブ／児童図書 冊▼㈱講談
社／一般書籍など１０７２
冊▼㈱黒沢レース／レース
カーテン 枚▼桐生ロータ
リークラブ／防犯ブザー７
００個▼ナトコ㈱／たん白
泡消火薬剤 リットル▼東
群運送㈱／交通安全横断旗
組▼㈱アート／固形石け
ん１０００個▼奈良彰一／
郷土資料１冊▼桐生市地区
赤十字有功会／図書 冊

31

11

２月２日～３月
れ

ふるさと桐生
応援寄附金
▼小林裕／１万円▼林重光
／５０００円▼木村幹彦／
１万円▼木下昌明／２万円
▼高橋賢司／１万５０００
円▼坂本栄治／１万円▼大
沢啓人／１万５０００円▼
中村義洋／１万円▼八尾由
紀／１万円▼椿貴佳／１万
円▼秀毛寛己／１万円▼匿

場所＝美喜仁桐生文化会館ス
カイホールＡ
募集人数＝５人（先着順）
問い合わせ＝教育委員会総務
課（☎内線６５４）

50

▼市役所玄関ロビー
期日＝５月 日（木）・ 日
（木）
時間＝午前 時～午後１時
分
▼新里総合センター１階
期日＝６月２日（木）
時間＝午前 時～午後１時
問い合わせ＝福祉課（☎内線

26

30

通学する人
募集人数＝６人（先着順）
申し込み＝５月 日（火）か
ら 日（金）までに直接また
５月は消費者月間
は電話で、地域づくり課（市
役所 階、☎内線３１７）へ。
令和４年度のテーマは、「考
えよう！大人になるとできる
こと、気を付けること～ 歳 献血にご協力を
から大人に～」です。
期日＝５月 日（水）
消費生活センターでは、契
時間＝午前９時 分～午後４
約や商品購入に関するトラブ
時
ル、債務整理など、問題解決
場所＝市役所玄関ロビー
のためのお手伝いをしていま
問い合わせ＝福祉課（☎内線
す。ぜひ、ご利用ください。
２７１）
▼消費者月間のパネル展
期間＝５月 日（月）～ 日 ひとり暮らし高齢者調査
（金）
一人暮らし高齢者の実態を
場所＝市役所玄関ロビー
把握し、高齢政策の基礎資料
問い合わせ＝桐生市消費生活
とするための調査です。
センター（保健福祉会館４階、 対象＝６月１日現在、市内に
☎ １１１２）
居住する 歳以上の一人暮ら
しの人※入院または施設など
男女共同参画情報紙
へ長期入所している人を除く
編集委員募集
調査方法＝対象者に対し、６
月下旬までに各地区の民生委
員が訪問や電話で、聞き取り
調査を行います。
問い合わせ＝健康長寿課（☎
内線５５６）

傍聴できます
教育委員会定例会

福祉ショップ
市内の障がい者施設でつく
った製品を販売します。
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期日＝５月９日（月）
時間＝午後２時から※当日午
後１時 分から１時 分まで
会場で受け付け
45
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男女共同参画情報誌「はじ
めよう」の編集会議（ 回程
度）などに参加してもらいま
す。
任期＝６月から 月頃まで
対象＝市内に居住または勤務、
11
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（公財）日本ﾃｸﾉｴｲﾄﾞ協会認定
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３９８）
60

農振除外・農振編入

11

47

農振農用地区域内の農地は
農地以外の目的で使用する場
合、農地転用する前に農用地
区域から除外（農振除外）す
る必要があります。なお、農
振除外するには、一定の要件
を備える必要があります。
また、すでに除外されてい
る土地で、農地転用されてい
ない場合や、早期に転用する
見込みのない場合は、市の計

画により編入していきます。
申請方法＝５月 日（月）か
ら 日（火）までに農用地区
域変更申請書と必要書類を、
直接農林振興課（市役所３階、
☎内線５６７）へ。申請の承
認・不承認には時間を要しま
す。申請用紙は同課と市ホー
ムページにあります。

５月 日から 日までは、
民生委員・児童委員の活動強
化週間です。民生委員・児童
委員は各地区にいます。プラ
イバシーは厳守しますので、
安心してご相談ください。
問い合わせ＝福祉課（☎内線
２８５）、社会福祉協議会
（☎ ４１６５）

ご存じですか
民生委員・児童委員
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記入した用紙を直接または郵
するおおむね 歳以上の人で、
送（当日消印有効）で、桐生
継続して出席できる人
市スポーツ文化事業団（〒３
募集人数＝１５０人（先着順）
７６‐００２４織姫町２‐５、 申し込み＝５月 日（水）か
☎ １５００）へ。
ら 日（火）までに直接また
は電話で、中央公民館（☎
高齢者大学受講生募集
４３４３）へ。※月曜日を除
く
健康、福祉、文学、音楽、
防災、郷土の文化や歴史など
を学びます。
期日＝６月３日（金）・ 日
（金）・ 日（金）・ 日
（金）、７月１日（金）・８
日（金）・ 日（金）・ 日
（金）、９月２日（金）・９
日（金）・ 日（金）・ 日
（金）、 月 日（金）
時間＝午後１時 分～３時
分
場所＝中央公民館市民ホール
対象＝市内に居住または勤務

12

スポーツ文化事業団
文化専門委員募集
事業計画などの評議を行う
委員を募集しています。
期間＝８月１日～令和６年７
月 日
対象＝市内に居住、在勤また
は通学する満 歳以上の人で、
芸術文化の振興に熱意を持っ
て活動できる人※年３回程度、
平日昼間に会議あり。報酬な
し。
募集人数＝５人以内（選考あ
り）
申し込み＝６月 日（水）ま
でに、小論文「あなたにとっ
て文化活動とは」（８００
字程度）と住所、氏名、性
別、年齢、職業、電話番号を

広告

17 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

31

46

24 10

22

30

30

30

14

15

17

16

10

春の市民一斉清掃

17

集めたごみは、午前８時30分から
順次収集しますので、各地区のごみ
ステーションへ出してください。乾
電池、使用済みライターの収集も行
います。雨天でも収集します。
なお、まん延防止等重点措置が適
用された場合、春の市民一斉清掃は
中止します。ただし、公共の場所に
おいて、密にならない状況で集めた
清掃ごみは、午前８時30分から順次
収集します。
また、５月29日（日）以外に清掃
活動を行った場合のごみも収集しま
す。その場合、ごみステーション以
外の場所にごみを集め、清掃センタ
ーに連絡してください。
問い合わせ＝清掃センター（☎74‐
1014）

40

５月 29 日（日）は

20

15

「家族が急に入院した」と言われても、すぐ
にお金が必要になることはありません。慌て
ずに確認しましょう。
問い合わせ＝桐生警察署
（☎43 ‐ 0110）
、
群馬県警察振り込め詐欺被害防止ホット
ライン
（☎027 ‐ 224 ‐ 5454）

31

ストップ！特殊詐欺
特殊詐欺‼
おかしいな…と思ったら

12

10

47

桐生市ゆかりの人物の号名
（雅号・ペンネームなど）の
期日＝６月５日（日）
事典を頒布します。
時間＝午前９時～午後１時※
頒布価格＝５００円
午前８時 分集合
申し込み＝直接図書館２階カ
場所＝相撲道場（相生町二丁
ウンター（☎ ４３４１）へ。 目）
対象＝市内に居住または通学、
憲法記念
通園する小学生以下の子ども
特別無料法律相談
（みどり市の子どもも可）
費用＝２００円
申し込み＝５月 日（金）ま

20

2

1

課（☎ ２９０４）、黒保根
支所市民生活課（☎ ２１１
２）

次の対象者は、申し出によ
り国民年金に任意加入するこ
とができ、 年間納付するこ
とで受給できる満額の年金に
近づけることができます。
対象＝次の要件のいずれかに
該当する人
① 歳以上 歳未満の人で、
老齢基礎年金を受けるための
資格期間（保険料納付期間、
保険料免除期間、学生納付特
例期間と納付猶予期間を合計
して 年以上）を満たさない
人や満額の老齢基礎年金を受
けられない人
②昭和 年４月１日以前に生
まれ、老齢基礎年金を受ける
ための資格期間を満たさない
人（ 歳までの間で、老齢基
礎年金を受けるための資格期
間を満たす人に限る。）
③海外に住む 歳以上 歳未
満の日本人
手続き＝①・②に該当する人
は、市民課（市役所１階）ま
たは新里・黒保根支所市民生
活課へ。③に該当する人は、
日本国内に住んでいる親族な
どの協力者が、最後に住んで
いた市区町村で手続きをして
ください。

国民年金への任意加入

96

65

20

30

74

40

40

65

20

60

10

70

30

27

日（木）
時～正午

2

25

19

5

47

10 26

1

31

10

期日＝５月
時間＝午前

場所＝美喜仁桐生文化会館ス
でに申込書に費用を添えて、
水曜プロムナードコン
カイホールＢ
直接、桐生ガススポーツセン
サート
募
集
人
数
＝
人
（
先
着
順
）
ター（市民体育館、相生町三
「 月例会」出演者募集
申し込み＝５月 日（木）か
丁目、☎ ２３６２）へ。
ら（土・日曜日を除く午前９
時～午後４時）電話で、市民 戦没者などの遺族に
相談室（☎内線３５５・５０ 対する特別弔慰金
３）へ。
特別弔慰金は戦没者などの
死亡当時の遺族で、令和 年
桐生の織物に関する
月 日（基準日）において
資料を保存しています
公務扶助料や遺族年金など受
期日＝ 月 日（水）
ける人がいない場合に、次の
時間＝午後６時 分開演
桐生市織物産業資料保存委
順番による先順位の遺族一人
対象＝小学生以上
員会では、歴史的に貴重な桐
に支給されます。
募集人数＝４組程度※一人で
生の織物に関する資料を保存
①基準日までに戦傷病者戦没
も参加可能
しています。寄贈いただける
費用＝小学生以上高校生以下
資料があればご連絡ください。 者遺族等援護法による弔慰金
の受給権を取得した人
の個人または団体…５００円、 問い合わせ＝商工振興課（☎
②戦没者などの子
一般の個人または団体…１０
内線５６４）
③戦没者の死亡当時に生計を
００円
共にしていた父母、孫、祖父
申し込み＝ 月 日（金）ま わんぱく相撲大会
母、兄弟姉妹※婚姻や養子縁
でに直接中央公民館（☎ ４
組により、令和 年 月 日
３４３）へ。
現在で氏が変わっている人を
『桐生市人物号名事典』
除く
刊行と頒布
④③以外の父母、孫、祖父母、
兄弟姉妹
⑤①から④まで以外の戦没者
などの三親等内の親族※戦没
者死亡当時まで引き続き 年
以上の生計関係を有していた
人
支給内容＝額面 万円、５年
償還の記名国債
請求期限＝令和５年３月 日
問い合わせ＝福祉課（☎内線
２７１）、新里支所市民生活

くらしガイド

4

1

52

4

広告

広報きりゅう令和４年５月号 18

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントなどが中止になる場合があります。

問い合わせ＝桐生年金事務所
（☎ ２３１１）、市民課
（☎内線２７３）

ら電話で桐生ガススポーツセ
ンター（☎ ２３６２）へ。

場所＝吾妻公園と水道山公園
募集人数＝ 人（先着順）
申し込み＝５月９日（月）か
ら電話（土・日曜日を除く午
前９時～午後４時）で、吾
妻公園（☎ ８６３６）へ。

点訳ボランティア養成
講座

期間＝５月 日から７月 日
までの毎週金曜日※５月 日
（金）は事前説明会
時間＝午前 時～ 時 分
場所＝美喜仁桐生文化会館※
５月 日（金）は総合福祉セ
ンター点訳作業室
募集人数＝６人（先着順）
費用＝８８０円
申し込み＝５月 日（火）か
ら電話で点字図書館（☎ ０
０８６）へ。

音訳ボランティア養成
講座

10

姿勢が整う
ストレッチポール教室

集合場所＝自然観察の森駐車
場
募集人数＝ 人（先着順）
〇森と生きもの親子教室
場所＝自然観察の森
対象＝市内に居住する小学生
の子どもと親
▼チョウの観察と飼育
期日＝ 月 日（日）
時間＝午前９時 分～正午
募集人数＝５組（先着順）
▼水の中の生きもの観察
期日＝ 月 日（日）
時間＝午前９時 分～正午

南公園野鳥観察会

期間＝５月 日から７月 日
までの毎週木曜日
時間＝午後３時～４時 分
場所＝総合福祉センター点訳
作業室（新宿三丁目）
対象＝パソコンを持ち、基本
操作ができる人
募集人数＝６人（先着順）
費用＝５００円
申し込み＝５月 日（火）か
ら電話で点字図書館（☎ ０
０８６）へ。

21

30

45

20 29

分
場所＝桐生ガススポーツセン
ター（市民体育館）
対 象＝ 市 内 に 居 住 ま た は 通
園・通学している年長から小
学校３年生までの子ども※保
護者の承諾が必要
募集人数＝ 人（先着順）
費用＝１５００円
持ち物＝運動着、室内用運動
靴
申し込み＝５月 日（火）か
ら直接または電話で桐生ガス
ポーツセンター（☎ ２３６
２）へ。

初心者ナイターテニス
教室

期日＝６月３日から７月 日
までの毎週金曜日※６月 日
（金）を除く
時間＝午前 時～ 時
場所＝桐生ガススポーツセン
ター
対象＝市内に居住または勤務、
通学している 歳以上の人※
高校生は除く
募集人数＝ 人（先着順）
費用＝３０００円
持ち物＝室内用運動靴、バス
タオル、ストレッチポール、
マット※ストレッチポールと
マットは貸し出し可。
申し込み＝５月 日（木）か
ら直接または電話で桐生ガス
スポーツセンター（☎ ２３
６２）へ。

自然観察の森行事

期日＝５月 日（日）※雨天
中止
時間＝午前６時 分～８時※
午前６時 分から南公園管理
事務所前で受け付け
場所＝南公園
募集人数＝ 人（先着順）
持ち物＝双眼鏡※貸し出し可
申し込み＝５月７日（土）か
ら電話（午前８時 分～午後
５時）で南公園（☎ ３４５
６）へ。

吾妻公園「ヤマボウシの
花と鳥を見る会」

期日＝５月 日（土）
時間＝午前６時 分～８時
分（少雨決行）※午前６時
分から吾妻公園駐車場で受け
付け

19 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

10

22

19

生活困窮者自立支援金
申請期限の延長と再支給
新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金の申請
期限を延長します。また、す
でに支給を受けた人の再支給
も受け付けています。
申請期限＝ 月 日（木）
対象＝総合支援資金の貸付を
終了した世帯や再貸付につい
て不承認とされた世帯などで、
収入や資産、求職などの要件
を満たす世帯※対象と思われ
る人には、申請書類を送付し
ています。
支給額＝単身世帯…６万円、
２人世帯…８万円、３人以上
世帯… 万円
支給期間＝３か月
申し込み＝申請期限までに、
直接福祉課（市役所１階、☎
内線２７１）、新里・黒保根
支所市民生活課へ。
本文

長袖、長ズボンなど歩きや
すい服装で参加してください。
申し込み＝ 月 日（月）か
ら自然観察の森（☎ ６９０
１）※毎週火曜日と 月 日
（金）・ 日（水）・ 日
（水）を除く
〇春のバードウォッチング
期日＝５月 日（日）
時間＝午前５時 分～７時

15 30

30

45

52

20

10

30

30

30

30

30

講座

期日＝６月３日から 日まで
の毎週金曜日
時間＝午後７時～９時
場所＝相生庭球コート（相生
町三丁目）
対 象＝ 市 内 に 居 住 ま た は 勤
務・通学する高校生以上の人
※高校生は保護者の承諾と送
迎が必要
募集人数＝ 人（先着順）
費用＝３０００円
申し込み＝５月 日（水）か

20

22

20

12

52

10

15

5

15

52

24

6

15

24 15

52

25 6

11

5 65

12

9

10

11

18

30

11

10

キッズダンス体験教室

30

15

21

6

期日＝６月２日から 日まで
の毎週木曜日
時間＝午後６時 分～７時
30

5

11

22

30

30

20

50

44

10

くらしガイド

場所＝保健福祉会館（末広町）
対象＝０～３歳児の母親
募集人数＝８人（先着順）
持ち物＝筆記用具※託児使用
者は、おむつ・着替えなど
申し込み＝電話で子育て相談
課（☎ ２００９）へ。

ブックスタート

東部児童相談所巡回相談

申し込み＝子育て相談課（☎
２０００）へ。

４歳から中学生までの発達
に関する相談に応じます。
期 日 ＝ ６ 月 ６ 日（ 月 ）・ 日
（金）・ 日（土）・ 日（月）・
日（月）・ 日（月）
時間＝午前９時 分～午後４
時
場所＝保健福祉会館
申し込み＝電話で子育て相談
課（☎ ２０００）へ。

発達相談会

43

健康

20

27

10

期間＝令和５年３月 日まで
対象＝接種日に住民票を有し、
次のいずれかに該当する人。
ただし、妊娠中または妊娠の
疑いがある人、過去に風しん
にかかったことがある人、風
しんの予防接種を２回受けて
いる人を除く。※申し込みは
１回のみ。
①妊娠を予定または希望する
女性とその夫など
②妊娠中の女性の夫など
場所＝桐生市医師会所属の協
力保険医療機関
助成金額＝麻しん風しん混合

大人の風しん
予防接種費用一部助成

30

場所＝中央公民館天体観測室
と屋上※悪天候の時はプラネ
タリウム室で天文教室を行い
ます。
募集人数＝ 人（先着順）
申し込み＝５月 日（金）か
ら直接または電話で図書館
（☎ ４３４１）１階カウン
ターへ。

桐生からくり人形芝居

絵本の読み聞かせをした後、
絵本を 冊プレゼントします。
▼絵本のプレゼントと読み聞
かせ
対象＝１歳未満または令和３
年度対象者でまだ絵本を引き
換えていない人
期日＝５月 日（水）
時間＝午前 時～ 時 分
場所＝新里総合センター児
童・子育て室
持ち物＝桐生市ブックスター
ト引換券と母子手帳
▼絵本のプレゼントのみ
期間＝火曜日から金曜日まで
（祝日を除く）
時間＝午前９時～午後５時
場所＝図書館、新里図書館
問い合わせ＝図書館（☎ ４
３４１ )

11

43

療育手帳の新規取得、更新
の手続きを行ないます。
期日＝６月９日（木）
時間＝午前 時～午後３時
場所＝保健福祉会館

11

43

13

31

期日＝５月７日（土）・ 日
（土）、６月４日（土）
時間＝午前 時 分～午後３
時※１日５回上演
場所＝桐生からくり人形芝居
館（有鄰館内）
問い合わせ＝観光交流課（☎
内線３６６）

子育て
ＮＰプログラム

21
16

イベント

時間＝午前９時～ 時 分※
売り切れ次第終了
場所＝ＪＲ桐生駅南口
問い合わせ＝観光交流課（☎
図書館のおはなし会
内線３６６）
▼みんなあつまれ あおぞら
ワンコインコンサート
おはなし会
オ
レ
～情熱のフラ
期日＝ 月 日（土）・ 日
メンコギター・デュオ
（木）・ 日（土）
時間＝午前 時から 分程度 コンサート～
※ 月 日（木）は午前 時
期日＝５月 日（木）
分から 分程度
時間＝午前 時 分開演（約
場所＝新川公園（芝生広場）
１時間の公演）
※雨天時は中央公民館４０３
場所＝美喜仁桐生文化会館シ
研修室
ルクホール
問い合わせ＝図書館（☎ ４
出演＝徳永兄弟（フラメンコ
３４１）
ギター・デュオ）
費用＝全席自由５００円
プラネタリウム
問い合わせ＝美喜仁桐生文化
会館（☎ ９９９９）
期日＝５月 日（土）・ 日
（日）・ 日（土）・ 日
八木節交流広場
（日）
時間＝午後２時～２時 分※
期日・場所
開始 分前までに入場
▼５月３日（祝）・４日
場所＝図書館プラネタリウム
（祝）…本町三丁目トポス
室
▼５月５日（祝）・７日
募集人数＝各日 人（先着順） （土）・ 日（日）、６月４
申し込み＝当日、午前９時か
日（土）…あーとほーる鉾座
ら入場券を図書館（☎ ４３
時間＝午前 時～午後３時
４１）１階カウンターで配布。 問い合わせ＝観光交流課（☎
内線３６９）

桐生えきなか市

初夏の天体観察会

10

30

47

30

10

身の回りの悩
みを母親同士で
共有し、解決方
法を見つけてい
く子育て支援プ
ログラムです。
期 日 ＝ ６ 月 ９ 日（ 木 ）・ 日
（ 木 ）・ 日（ 木 ）・ 日（ 木 ）、
月 日（水）・ 日（木）※全
日程の参加が原則です。
時間＝午前 時～正午

10 18

10

27

30

30

14

2

47

23

6

30

期日＝６月 日（土）
時間＝午後６時 分～８時
分

7

11

30

30

20

新鮮な産直野菜や手作り加
工品などを販売します。
期日＝５月８日から６月５日
までの毎週日曜日

30

11 26

22

15

10

19

10

47

29 15

14

11

14

28

O
l
e
!

11

30

40

47

5

28

30

19

10

5

30

広報きりゅう令和４年５月号 20

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントなどが中止になる場合があります。

女

54,699人 （ －198人）

in

20

申し込み＝５月 日（火）か
ら６月 日（木）までに、電
話で健康長寿課（☎内線２６
７）、新里・黒保根保健セン
ターへ。

14

風しん抗体検査
無料クーポン券再送付

20

関連団体からの
お知らせ

21 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

風しん抗体検査を受けてい
ない人にクーポン券を送りま
す。
発送時期＝５月中旬
対象＝昭和 年４月２日～昭
和 年４月１日生まれの男性
のうち、過去にクーポン券を
利用していない人
問い合わせ＝健康長寿課（☎
内線２６７）

70

6

65

30

30

65

30

10

20

74

24

7

10

脳いきいき教室

11

は国土交通省渡良瀬川河川事
務所、同事務所のホームペー
ジ、桐生出張所にあります。
問い合わせ＝国土交通省渡良
瀬川河川事務所管理課（☎０
２８４‐７３‐５５５７、ホ
ームページ
https://www.
）
ktr.mlit.go.jp/watarase/
●県営住宅定期入居者募集
対象＝住宅に困っている人※
収入制限などがあります。
申し込み＝６月 日（水）ま
でに申込書を専用封筒に入れ、
郵送で県住宅供給公社へ。申
込用紙は県住宅供給公社桐生
支所（市役所４階）にありま
す。
入居可能日＝入居資格審査が
完了次第、個別に案内します。
問い合わせ＝県住宅供給公社
（☎０２７‐２２３‐５８１
１）

4

46

日

☎♯８０００（短縮）

15

お詫びと訂正
広報きりゅう 月号
ページ「 月から病後児
保育事業の実施場所な
どを変更」において、病
児・病後児保育室はなぞ
のの電話番号に誤りがあ
りました。「☎ ８４６
６」は誤りで、正しくは
「☎ ８１６６」です。
お詫びして訂正します。

4

21

37

期日＝６月９日から７月

までの毎週木曜日
０円※キノピー検診対象者、
時間＝午前 時～ 時 分
歳以上の人は無料
場所＝新里総合福祉センター
▼喀痰細胞診＝７００円※
大会議室
歳以上の人は無料
対象＝市内に居住する 歳以
問い合わせ＝健康長寿課（☎
上の人
内線２６７）
募集人数＝ 人（先着順）
持ち物など＝飲み物、タオル、
筆記用具、マスク着用、動き
やすい服装
イン
申し込み＝５月９日（月）か
●アートカフェ 桐生（大学
ら直接または電話で地域包括
連携事業）
支援センターにいさと（新里
「桐生の自然に気がつい
町新川、☎ ３０３２）へ。
て」と題した、群馬大学名誉
教授の松本英之さんによるお
こころの健康相談
話です。
期日＝５月 日（土）
こころに悩みを抱えている
本人や家族の相談に応じます。 時間＝午後３時～４時 分
場所＝プラスアンカー（本町
期日＝５月 日（火）
六丁目）
時間＝午後２時～３時 分
費用＝１０００円
場所＝保健福祉会館
申し込み＝電話でプラスアン
申し込み＝電話で健康長寿課
カー（☎０８０‐
（☎内線２６ ）へ。
１１５２‐００８
結核・肺がん集団検診
３）または専用申
かくたん
込フォームへ。
問い合わせ＝プラスアンカー、
企画課（☎内線５７７）
●河川愛護モニターの募集
期間＝７月１日～令和 年
月 日
対象＝渡良瀬川、桐生川近隣
に住む 歳以上の人
応募期限＝５月 日（金）※
応募方法については、応募要
綱をご覧ください。応募要項
40

11

胸部レントゲン検査と喀痰
細胞診を行います。生活保護
世帯、市民税非課税世帯の人
は無料となりますので、受付
でお申し出ください。
期日＝６月８日（水）
場所＝東公民館（東五丁目）
対象＝ 歳以上の人
持ち物＝受診券
費用
▼胸部レントゲン検査＝５０

46

10

（ ）内は前月比

30

休日や夜間（翌朝８時まで）に子
どもが急に具合が悪くなったとき、
相談に応じます。

（ＭＲ）ワクチン…５０００
円、風しん単独ワクチン…３
０００円
申し込み＝申込書を直接また
は郵送で健康長寿課（市役所
１階、〒３７６‐８５０１桐
生市役所、☎内線２６７）、
新里・黒保根保健センターへ。

50,957人 （ －170人）

54

子ども医療電話相談

プレわたらせ健康診査

49,378世帯 （ －3世帯）
世帯

30

6

身体計測、内科診察、血圧
測定、尿検査、血液検査を行
います。
期間＝６月１日（水）～ 月
日（月）
場所＝登録保険医療機関
対象＝昭和 年４月２日から
平成 年４月１日までに生ま
れた人で、事業所健診などを
受けない人
費用＝５００円

男

58

105,656人 （ －368人）

15

人口

31

人口と世帯（３月 31 日現在）

各 種 相 談 案 内
相談・内容

市民相談
（日常生活全般の相談）

無料法律相談
（弁護士による相談）

くらしの便利ガイド
期日・時間

月～金曜日
（祝日を除く）
午前９時～午後４時

場所

問い合わせ

市民相談室
（市役所２階）

市民相談室（☎内線355・503）
※電話での相談にも応じます

５月12日・19日・26日、６月２日の各木曜日、
市民相談室
（市役所２階）
午前10時～正午、募集人数は各日５人（先着
※５月26日
（木）
は美喜仁 市民相談室（☎内線355・503）
順）、
※５月26日は20人
（先着順）
、
２週間前の木
桐生文化会館
曜日から電話で要予約
（午前９時～午後４時）
５月10日（火）、午前10時～正午、募集人数は
５人（先着順）、２週間前の火曜日から電話で
要予約
（午前９時～午後４時）
（人権相談のみ）５月10日
（火）
・24日
（火）
（行政相談のみ）５月17日
（火）
午後１時30分～３時30分

人権相談
（人権侵害や差別などに
６月１日
（水）午後１時30分～３時30分
関する相談）
※人権特設相談
行政相談
（国などの仕事への要望・ ６月１日
（水）午前９時30分～11時30分
苦情）
５月20日
（金）午前９時～11時
６月１日
（水）午前９時～11時※人権特設相談
消費生活相談
月～金曜日
（祝日を除く）
（消費生活の苦情や相談） 午前９時～午後４時
労働相談
月～金曜日
（祝日を除く）
（職場に関する相談）
午前９時～午後５時15分
ぐんま若者サポート
ステーション出張相談
５月18日（水）午前10時～午後４時
対象＝15歳～49歳の人と ※要予約（火～金曜日、第２・４土曜日の午前
10時～午後６時）
家族
（働くことに関する相談）
コロナ禍相談窓口
第２・４火曜日
（祝日を除く）
（事業者向け経営相談） 午前９時～午後５時※電話で要予約
月～金曜日
（祝日を除く）
子育て相談
午前８時30分～午後５時15分
土・日曜日（祝日を除く）
（子育てに関する相談）
午前10時～午後４時
児童虐待通報
24時間対応
（児童虐待と思ったら）

新里総合センター３階

新里支所市民生活課
（☎74‐2212）

人権相談…地域づくり課
市民相談室
（市役所２階）
（☎内線317）
行政相談…市民相談情報課
境野・広沢・相生公民館 （☎内線472）
新里支所市民生活課
（☎74‐2212）
黒保根支所市民生活課
黒保根支所２階
（☎96‐2111）
桐生市消費生活センター 桐生市消費生活センター
（保健福祉会館４階） （☎40‐1112）
新里総合センター３階

ぐんま県民労働相談センター（☎0120‐54‐6010）

勤労福祉会館３階

ぐんま若者サポートステーショ
ン東毛常設サテライト
（☎0276‐57‐8222）

職業訓練センター

群馬県よろず支援拠点専用電
話（☎070‐4195‐4729）

保健福祉会館１階
保健福祉会館３階

子育て相談課
（☎0120‐10‐
7867、
☎43‐2000、
kosodate
sodan@city.kiryu.lg.jp）

群馬県東部児童相談所（☎0276‐57‐6111）
児童相談所全国共通ダイヤル（☎189「いち・はや・く」）

※福祉、介護、教育、育児などの相談には、それぞれの担当課で応じています。
※土、日、祝日、年末年始は、群馬県東部児童相談所を除き、各相談業務、予約の受け付けとも行っていません。

乳幼児の健康診査など
対象者には受付時
間を掲載した通知を
送付しますので、ご
確認ください。
また、感染状況な
どにより、延期・中
止する場合がありま
す。詳しくは、市ホ
ームページやふれあ
いメールをご確認く
ださい。
問い合わせ＝子育
て 相 談 課（ ☎43 ‐
2003、43 ‐ 2009）

行事

期日

対象

３か月児健康診査

６/22（水）令和４年２月16日～３月20日生まれ

10か月児健康診査

６/15（水）令和３年７月11日～８月15日生まれ

場所

１歳６か月児健康診査 ６/24（金）令和２年11月11日～12月10日生まれ
２歳児歯科健康診査
３歳児健康診査
育児相談
すこやか栄養相談
もぐもぐ離乳食

６/29（水）令和元年12月生まれ
６/８（水）平成30年11月15日～12月11日生まれ
６/13（月）平成30年12月12日～平成31年１月５日生まれ

保健福祉会館
（末広町）

６/17（金）小学校入学前のお子さんと保護者※申し込みが必要
随時

妊婦または子育て中の人

６/７（火）生後４～５か月のお子さんと保護者※申し込みが必要

ステップアップ！離乳食 ６/８（水）生後７～８か月のお子さんと保護者※申し込みが必要
３か月＝令和４年２月21日～３月20日生まれ
３・10か月児健康診査 ６/30（木）
10か月＝令和３年７月27日～８月30日生まれ
２歳児歯科健康診査

６/21（火）令和元年11月１日～令和２年１月31日生まれ

新里町保健
文化センター

広報きりゅう令和４年５月号 22

５・6 月
期日

休日当番医
診療科目

内・小児科
５月１日
内・外科
（日）
内科
児・内科
３日
内科
（祝）
産婦人科
内・小児科
４日
内科
（祝）
整形外科
児・耳鼻咽喉科
５日
内科
（祝）
外・内科
内・小児科
８日
循・内科
（日）
眼科
内・児・神経内科
15 日
内科
（日）
整形外科
内・小児科
22 日
内・消化器科
（日）
整形外科
内・児・循・消・呼吸器科
29 日
内科
（日）
整形外科
内・小児科
６月５日
内科
（日）
内科

時間：午前９時～午後６時

病医院（電話番号）

場所

斉藤医院（ 72 ‐ 1230 ）
みどり市大間々町
村岡醫院（ 45 ‐ 2888 ）
本町三丁目
坂本内科医院（ 44 ‐ 8989 ）
仲町一丁目
小児科小川醫院（ 44 ‐ 6008 ） 東五丁目
小島内科医院（ 44 ‐ 8919 ）
新宿三丁目
岩宿クリニック（ 46 ‐ 7200 ） みどり市笠懸町
下山内科医院（ 74 ‐ 3322 ）
新里町新川
みどり病院（ 76 ‐ 1110 ）
みどり市笠懸町
石川整形外科医院（ 22 ‐ 8611 ） 天神町三丁目
おりひめ医院（ 47 ‐ 1248 ）
織姫町
下山医院分院（ 74 ‐ 3320 ）
新里町新川
細野医院（ 74 ‐ 2300 ）
新里町新川
前川内科医院（ 53 ‐ 4114 ）
相生町二丁目
はせがわ循環器内科クリニック（44 ‐ 9041）新宿二丁目
北川眼科医院（ 44 ‐ 1010 ）
仲町一丁目
森田クリニック（ 54‐8340）
相生町二丁目
木村クリニック（ 44 ‐ 7781 ） 本町四丁目
かさかけ整形外科クリニック（46 ‐ 9746）みどり市笠懸町
武井内科医院（ 53 ‐ 6060 ）
広沢町一丁目
山崎医院（ 44 ‐ 4925 ）
新宿一丁目
桐生整形外科病院（ 40 ‐ 2600 ） 相生町一丁目
星野クリニック（ 44 ‐ 1125 ） 小曾根町
桐生協立診療所（ 53 ‐ 3911 ） 相生町二丁目
岩下病院（ 22 ‐ 0151 ）
本町四丁目
田中医院（ 54 ‐ 5012 ）
広沢町二丁目
雨宮内科医院（ 44 ‐ 7753 ）
東二丁目
大澤医院（ 52 ‐ 3312 ）
相生町二丁目

休日緊急歯科診療所 ☎ 45 ｰ 1397
期日＝日曜日、祝日、年末年始
時間＝午前 10 時～午後２時 30 分
※受診の際は、事前にご連絡ください。
場所＝桐生市歯科医師会館（堤町三丁目３‐２、
赤岩橋堤町側交差点付近）

平日夜間急病診療所 ☎ 47 ｰ 2501
期日 = 月～土曜日（祝日を除く）
時間 = 午後 7 時 30 分～ 10 時 30 分
診療科目 = 内科、小児科
場所 = 桐生メディカルセンター 1 階（元宿町）

５・６月

休日当番接骨院

時間：午前９時～午後３時
※接骨院により時間を延長する場合があります。
期日
接骨院（電話番号）
場所
5月１日 藤倉接骨院（ 43‐5374 ） 境野町六丁目
（日） のざわ接骨院（ 46‐8915 ）みどり市笠懸町
３日 武井接骨院（ 77‐1156 ） みどり市笠懸町
（祝） ひろさわ接骨院（ 46‐6633 ）広沢町六丁目
4 日 中村接骨院（ 32‐1878 ） 梅田町一丁目
（祝） きずな接骨院（ 47‐6773 ）みどり市大間々町
5 日 新井接骨院（ 44‐7577 ） 境野町四丁目
（祝） 佐藤接骨院（ 51‐5858 ） 新里町小林
8 日 岩崎接骨院（ 47‐2204 ） 東一丁目
（日） ふえき接骨院（ 65‐5125 ）川内町四丁目
15 日 大川接骨院（ 44‐1151 ） 境野町一丁目
（日） 馬場接骨院（ 73‐7455 ） みどり市大間々町
22 日 みのる接骨院（ 55‐1511 ）相生町二丁目
（日） 奥澤接骨院（ 76‐2036 ） みどり市笠懸町
※受診の際は各病医院などに事前にお問い合わせください。休日当番医・接
29 日 かしわせ接骨院（ 43‐6571 ）本町三丁目
骨院は変更になる場合があります。
（日） くぼづか接骨院（ 77‐2112 ）みどり市笠懸町
6月5日 周藤接骨院（ 44‐5827 ）
境野町二丁目
救急病院案内テレホン ☎22‐0099（24時間対応）
（日） 髙柳接骨院（ 72‐2082 ） みどり市大間々町

今月の納税

市役所・支所業務時間

固定資産税・都市計画税…第１期

時間＝午前８時30分～午後５時15分
※市民課（一部業務を除く）は、
水曜日のみ午後７時まで
パスポート窓口：午前９時～午後４時30分
マイナンバー業務：午前９時～午後５時15分
休業日＝土、日、祝日、年末年始
問い合わせ＝市民課（☎内線246）

軽自動車税（種別割）
５月31日（火）が納期限です
コンビニエンスストアや銀行などのペイ
ジー対応ＡＴＭ、スマートフォンアプリ
からも納付できます。口座振替の利用
者は預貯金残高の確認をお願いします。

日曜窓口（住民基本台帳・戸籍業務）
時間＝午前９時～午後１時
〇市役所
期日＝５月１日・15日、６月５日
〇新里支所、境野・広沢・梅田・
相生・川内・菱公民館
期日＝５月１日、６月５日
※マイナンバー業務は、市役所と新
里支所で５月１日と６月５日に受け
付けます。
広告

23 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

シリーズ第７回

桐生人こそ宝。～快疎のまちで輝く人々～
発行／編集 桐生市共創企画部魅力発信課
〒376‐8501 群馬県桐生市織姫町１‐１

歴史を紡いだ桐生和紙をこれからも広めたい。
和紙作りの魅力は？
す

何年、紙漉 きを続けても「次はもっと良い和紙を作ろ
う！」と思わせてくれるところ。また、原料のコウゾが
美しい和紙になる不思議さにも魅力を感じます。
桐生の好きなところは？
梅田町の工房へ通う際に見える景色が気に入っていま
す。季節によって春霞、新緑、紅葉など山や空の色が変
化する姿を見るのが好きです。
これから桐生でやりたいことは？
私自身がコウゾの栽培から紙漉きまで一貫して行い、
一つ一つ丁寧にこだわって作りたいと思い、高祖父・星
とらじるし

野寅吉への敬意を込め、「寅印」という新しいブランドを
立ち上げました。この「寅印」を大切に育て、皆さんに知っ
広報

てもらえるように、少しずつ広めていきたいです。

きりゅう

たちばな

み

き

橘 三紀さん

令和４年５月号 № 1550

三紀さんは桐生市出身。子どもの頃から父が行
う桐生和紙作りに興味を持ち、大学卒業後、梅
田町の実家にて本格的に桐生和紙作りを学び、
習得する。平成24年、「群馬県ふるさと伝統
工芸士」に認定。桐生市指定無形民俗文化財で
ある「桐生和紙生産技術」の技術保持者であり、
市唯一の和紙職人。

パチリいい顔

桐生っ子

あわじ

こはる

淡路 心春ちゃん
2 歳 9 か月
（菱町二丁目）

あ わ じ このは

淡路 心花ちゃん
８か月
（菱町二丁目）

ぶすじま そ う ま

毒島 颯真ちゃん
2 歳１か月
（広沢町四丁目）

広告

☎0277‐46‐1111 ファクシミリ0277‐43‐1001
ホームページ https://www.city.kiryu.lg.jp/

市内に居住する３歳まで（申し込
み時）の桐生っ子を募集します。
申し込み ＝ Ｅメール （miryoku@
city.kiryu.lg.jp）にお子さんの氏名
（ふりがな）、生年月日、住所、保
護者氏名、電話番号を記入し、お子
さんの画像データを添付のうえ、魅
力発信課（☎内線505）へ。

