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乳 幼 児 の 健 康 診 査 な ど

行事 期日 対象 場所

３か月児健康診査 ８/31（水）令和４年４月26日～５月31日生まれ

保健福祉会館
（末広町）

10か月児健康診査 ８/24（水）令和３年９月21日～10月24日生まれ

２歳児歯科健康診査 ８/８（月）令和２年２月８日～２月29日生まれ

３歳児健康診査 ８/４（木）平成31年２月３日～３月１日生まれ

育児相談 ８/25（木）小学校入学前のお子さんと保護者※要予約

すこやか栄養相談 随時 妊婦または子育て中の人

もぐもぐ離乳食 ８/18（木）生後４～５か月のお子さんと保護者※要予約

ステップアップ！離乳食 ８/19（金）生後７～８か月のお子さんと保護者※要予約

各 種 相 談 案 内
相談・内容 期日・時間 場所 問い合わせ

市民相談
（日常生活全般の相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後４時

市民相談室（市役所２階）
市民相談室（☎内線355・503）
※電話相談可

無料法律相談
（弁護士による相談）

募集人数は各日５人（先
着順）

７月７日・14日・21日・28日、８月４日の各
木曜日、午前10時～正午※２週間前の木曜
日から電話で要予約（午前９時～午後４時）

市民相談室（市役所２階）市民相談室（☎内線355・503）

７月12日（火）午前10時～正午※２週間前の
火曜日から電話で要予約（午前９時～午後
４時）

新里支所市民生活課
（☎74‐2212）

人権相談
（人権侵害や差別などに
関する相談）
行政相談

（国などの仕事への要
望・苦情）

【人権相談のみ】７月12日（火）・26日（火）
【行政相談のみ】７月19日（火）、８月２日（火）
午後１時30分～３時30分

市民相談室（市役所２階）

人権相談…地域づくり課
（☎内線317）
行政相談…市民相談情報課
（☎内線472）

８月１日（月）午前９時30分～11時30分 新里総合センター３階
新里支所市民生活課
（☎74‐2212）

７月20日（水）午前９時～11時 黒保根支所２階
黒保根支所市民生活課
（☎96‐2111）

消費生活相談
（消費生活に関する相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後４時

桐生市消費生活センター（保健福祉会館４階）
（☎40‐1112）

労働相談
（職場に関する相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後５時15分

ぐんま県民労働相談センター（☎0120‐54‐6010）

ぐんま若者サポート
ステーション出張相談

（働くことに関する相
談）

７月20日（水）午前10時～午後４時
※要予約（火～金曜日、第２・４土曜日の午
前10時～午後６時）
※対象は15歳～49歳の人と家族

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）

コロナ禍相談窓口
（事業者向け経営相談）

第２・４火曜日（祝日を除く）
午前９時～午後５時※電話で要予約

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）

子育て相談
（子育てに関する相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前８時30分～午後５時15分

保健福祉会館１階 子育て相談課（☎0120‐10‐
7867、☎43‐2000、kosoda
tesodan@city.kiryu.lg.jp）土・日曜日（祝日を除く）

午前10時～午後４時
保健福祉会館３階

児童虐待通報
（児童虐待と思ったら） 24時間対応

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。

　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、
市ホームページや桐生ふ
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）
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新里総合センター３階
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※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・接骨院は変更になる場合があります。

救急病院案内テレホン ☎22‐0099（24時間対応）

 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）

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）

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＝７月３日・17日、８月７日
〇�新里支所、境野・広沢・梅田・
　相生・川内・菱公民館
期日＝７月３日、８月７日
※�マイナンバー業務は、市役所と新
里支所で７月３日と８月７日に受
け付けます。

市役所・支所業務時間

　７・８月　休日当番医   時間：午前９時～午後６時
期日 診療科目 病医院（電話番号） 場所

７月３日
（日）

小児・内科 小児科小川醫院（44 ‐ 6008） 東五丁目
内科 稲葉医院（72 ‐ 1655） みどり市大間々町
耳鼻咽喉科 大前医院（22 ‐ 3387） 元宿町

10 日
（日）

内・小児・循環器科 関田内科クリニック（54 ‐ 2511）相生町五丁目
内科 菊地医院（45 ‐ 2883） 琴平町
整形外科 みやざわ整形外科（53 ‐ 1188） 相生町三丁目

17 日
（日）

小児科 みらいこどもクリニック（47 ‐ 8200）みどり市笠懸町
内・循環器科 山口クリニック（54 ‐ 4153） 広沢町六丁目
皮膚科 栗原皮フ科医院（22 ‐ 3234） 本町一丁目

18 日
（祝）

精・神・内・小児科 岸病院（54 ‐ 8949） 相生町二丁目
内・消化器内科 かぶらぎ内科クリニック（70 ‐ 7575）みどり市笠懸町
外・整形外科 こんどう整形外科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科医院（44 ‐ 5066）仲町二丁目

24 日
（日）

内・小児・循環器科 小暮医院（52 ‐ 6608） 相生町二丁目
内科 クリニック樹（30 ‐ 8808） みどり市笠懸町
産婦・内科 たかのす診療所（65 ‐ 9229） 川内町二丁目

31 日
（日）

内・小児科 新宿医院（44 ‐ 5930） 新宿一丁目
内科 森の診療所（47 ‐ 8118） 広沢町二丁目

内科 日新病院（30 ‐ 3660） 菱町三丁目

８月７日
（日）

内・小児科 金沢医院（52 ‐ 0898） 相生町一丁目
循・内科 はせがわ循環器内科クリニック（44 ‐ 9041）新宿二丁目
麻・内科 アイダ痛みのクリニック（30 ‐ 7077）みどり市大間々町

７・８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

7 月 3 日
（日）

鈴木接骨院（46‐3741） 新宿一丁目
吉田接骨院（52‐0606） 相生町二丁目

10 日
（日）

武藤接骨院（22‐4667） 宮前町一丁目
アース接骨院（51‐4276）みどり市笠懸町

17 日
（日）

清水接骨院（47‐6386） 広沢町一丁目
なかじま接骨院（73‐6902）みどり市大間々町

18 日
（祝）

中島鍼灸接骨院仲町（43‐4117） 仲町二丁目
高橋接骨院（52‐0846） 広沢町五丁目

24 日
（日）

中里接骨院（52‐6336） 広沢町一丁目
いけだ整骨院・鍼灸治療院（43‐5233）東四丁目

31 日
（日）

澤接骨院（53‐9966） 相生町一丁目
深澤接骨院（46‐2929） 境野町二丁目

８月 7 日
（日）

近藤接骨院（72‐1455） みどり市大間々町
福間接骨院（44‐5100） 東七丁目

固定資産税・都市計画税…第２期
国民健康保険税…第１期
８月１日（月）が納期限です
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。

今月の納税

23 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）




