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桐生市職員採用試験
技能労務職員（動物飼育員）
試験期日＝令和５年１月７日（土）
試験場所＝保健福祉会館（末広町）
採用予定日＝令和５年４月１日
採用予定人数＝若干人
対象＝昭和63年４月２日から平成17年４月１日ま
でに生まれた人で、次の①～③のいずれかに該当す
る人
①動物飼育技師の資格を有する
②動物飼育にかかわる勤務経験が令和５年４月１日
　現在で１年以上ある（見込みを含む）
③高校、専門学校、大学などで動物に関連する課程
　・学科・学部を卒業・修了（見込みを含む）
試験内容
第１次試験＝適性検査、書類審査、面接
最終試験＝個人面接
申し込み＝12月19日（月）までに、直接（土・日
曜日を除く、午前８時30分～午後５時15分）また
は郵送（必着）で、人材育成課（〒376‐8501桐生
市役所）へ。
　試験案内と申込用紙は、
人材育成課（市役所３階）、
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次試験合格者
に対する最終試験は２月中
旬の予定です。
問い合わせ＝人材育成課人
事給与担当（☎内線542）

桐生市職員採用試験
上級土木・上級建築・初級
土木・初級建築（２次募集）

試験期日＝令和５年１月７日（土）
試験場所＝保健福祉会館（末広町）
採用予定日＝令和５年４月１日
採用予定人数＝各若干人
職種・対象
上級土木・上級建築…平成５年４月２日から平成
13年４月１日までに生まれた人
初級土木・初級建築…平成11年４月２日から平成
17年４月１日までに生まれた人。ただし、大学卒
業（大学在籍中を含む）の人は申し込みできません。
試験内容
第１次試験
上級土木・上級建築…大学卒業程度以上の教養試験、
専門試験、適性検査　
初級土木・初級建築…高校卒業程度以上の教養試験、
専門試験、適性検査
第２次試験・最終試験＝個人面接
申し込み＝12月19日（月）までに、直接（土・日
曜日を除く、午前８時30分～午後５時15分）また
は郵送（必着）で人材育成課（〒376‐8501桐生市
役所）へ。
　試験案内と申込用紙は、人材育成課（市役所３
階）、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次試験合格者に対する第２次試験は１
月下旬、第２次試験合格者に対する最終試験は２月
中旬の予定です。
問い合わせ＝人材育成課人事給与担当（☎内線
542）

政治家の寄付行為は
禁止されています
　政治家（候補者、候補者になろうとする人、現に
公職にある人）が選挙区内の人に、お金や物を贈る
ことは公職選挙法で禁止されています。また、有権
者が政治家に寄付や贈り物を求めることも禁止され
ています。
　次の①～⑤の項目によって処罰されると、公民権
停止※１の対象となります。

①政治家の寄付の禁止
②政治家に対する寄付の勧誘要求の禁止
③政治家の関係団体の寄付の禁止
④後援団体の寄付の禁止
⑤あいさつを目的とする有料広告の禁止
⑥年賀状などのあいさつ状の禁止（答礼のための自
　筆によるものを除く）
※１：公民権停止とは、選挙への立候補、選挙での
投票、選挙運動への参加が停止されること
問い合わせ＝選挙管理委員会選挙担当（☎内線
538）
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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場合があります。

償却資産の申告は
１月31日までに
　令和５年１月１日現在で、工場や商店などの事業
に使用することができる機械、装置、工具などの償
却資産は、令和５年度分の固定資産税の対象です。
　償却資産を所有する事業者には、12月中旬に
申告用紙を送付しますので、令和５年１月31日
（火）までに、税務課（市役所１階）または新里・
黒保根支所市民生活課へ申告してください。
　また、インターネットを利用して地方税の手続き
ができるe

エル
LT
タックス
axでも申告できます。

問い合わせ＝税務課資産税担当（☎内線232・
233）

違法です！その野外焼却

　秋から冬にかけて、野外焼却の苦情や問い合わせ
が多くなります。
　野外焼却は、法律で禁止されています。煙やにお
いで周囲の人の迷惑になるだけでなく、ダイオキシ
ンなどの有害物質が発生するおそれがありますので、
絶対に行わないでください。違反した場合は、５年
以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはそ
の両方が科せられる場合があります。
　例外的に、農作物の病害虫防除などについては、
野外で焼却することが認められていますが、苦情が
あった場合は指導の対象になります。
問い合わせ＝環境課環境保全担当（☎内線318）、
群馬県東部環境事務所（☎0276‐31‐2517）

▲専用申し込
　みフォーム

桐生市歴史まちづくり講演会

　市では、平成30年度に国から認定を受けた「歴
史的風致維持向上計画」に基づき、歴史や伝統文化
を活かしたまちづくりに取り組んでいます。その取
り組みの一つとして、令和４年度第２回「桐生市歴
史まちづくり講演会」を開催します。
　「桐生の町立てについて」をテーマに、市史編さ
ん室担当職員小野里了一さんが、本町通りの町並み
を創り出した代官やその手代たちと、町並み誕生後
の桐生の発展について講演します。
期日＝令和５年１月18日（水）
時間＝午後６時から
場所＝有鄰館煉瓦蔵
募集人数＝50人（先着順）
申し込み＝12月９日（金）から令和
５年１月10日（火）までに、電話（土、日、祝日、
年末年始を除く午前８時30分～午後５時）または
Ｅメール、申し込みフォームから都市計画課（☎内
線745、toshikei@city.kiryu.lg.jp）へ。※申込期間外
の受け付けはできませんので、ご注意ください。Ｅ
メールの場合は、件名を「第２回桐生市歴史まちづ
くり講演会」とし、①住所②氏名③ふりがな④日中
に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
問い合わせ＝都市計画課歴まち・街路係（☎内線
745）

堀マラソン大会スターターを募集堀マラソン大会スターターを募集

　市民総参加マラソンを目指すため、第69回桐生
市堀マラソン大会のスターターを募集します。
　事務局で抽せんを行い、令和５年１月６日（金）
に市ホームページで抽せん結果を発表します。
期日＝令和５年２月12日（日）
場所＝新川公園
対象＝市内に在住、在学、在勤している小学生以上
の人
募集人数＝５人（抽せん）
募集種目・スタート時間
①高校男子・一般男女の部（10キロメートル）、
　午前９時10分
②高校女子・一般男女の部（５キロメートル）、午
　前10時
③ファミリーの部、午前10時30分・午前10時40分
　・午前10時50分※時間差でスタート
申し込み＝12月19日（月）までに、電話（土・日
曜日を除く、午前８時30分～午後５時15分）でス
ポーツ・文化振興課へ。なお、申し込み時に、郵便
番号、住所、氏名、ふりがな、性別、年齢、電話番
号、希望種目（募集種目①～③から１つ選択）を確
認します。
問い合わせ＝スポーツ・文化振興課スポーツ振興担
当（☎内線658）
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認知症サポーターを養成します

　認知症サポーターとは、認知症について正しく理
解し、できる範囲で認知症の人やその家族を応援す
る人です。認知症になった人が地域でともに豊かな
人生を送れるように、サポーターとしてできること
を学んでみませんか。
▶認知症サポーター養成講座
　「“認知症”と認知症の“人”を理解する」をテ
ーマに、オンライン（Z

ズ ー ム

oomミーティング）で開催
します。講師は、特定非営利活動法人風の詩・社会
福祉士事務所風のささやき代表永島徹先生です。
　受講者には、サポーターの証である認知症サポー
ターカードをお送りします。
期日・時間＝①令和５年１月18日（水）午後７時
～８時30分②１月24日（火）午前10時～11時30分
対象＝桐生市またはみどり市に在住・在勤・在学す
る認知症に関心のある人
募集人数＝各日50人（先着順）
申し込み＝12月７日（水）から令和
５年１月10日（火）までに申し込み
フォーム（https://forms.gle/hhjzmX
GkgohSFEVo8）へ。
▶認知症サポーターステップアップ研修
　「私たちの地域で考える認知症」をテーマに、研
修を行います。講師は、特定非営利活動法人風の
詩・社会福祉士事務所風のささやき代表永島徹先生
です。
期日＝令和５年２月４日（土）
時間＝午後２時～３時30分※午後１時30分から受

け付け
場所＝美喜仁桐生文化会館スカイホールＡ・Ｂ※感
染拡大状況により、オンライン開催（Zoomミーテ
ィング）に変更となる場合があります。
対象＝桐生市またはみどり市に在住・在勤・在学で、
「認知症サポーター養成講座」を受講した、地域の
活動に興味がある人※当日は、オレンジリング、修
了証、認知症サポーターカードのいずれかを持参し
てください。
募集人数＝35人（先着順）
申し込み＝12月７日（水）から
令和５年１月27日（金）までに、
ファクシミリ（32‐5223）また
は申し込みフォーム（https://for
ms.gle/qxrR8pvkL5G7cmYg7）で在宅医療介護連携
センターきりゅうへ。
　申込用紙は、健康長寿課（市役所１階）、市ホー
ムページ、在宅医療介護連携センターきりゅう、各
地域包括支援センターなどにあります。
問い合わせ＝在宅医療介護連携センターきりゅう
（☎32‐5222）、健康長寿課長寿支援係（☎内線
588）

優良自動車運転者　表彰種別
表彰名 表彰団体 条件
銅章 地区 5年以上無事故無違反

銀章 県 10年以上無事故無違反で銅
章を受けていること

金章 県 15年以上無事故無違反で銀
章を受けていること

金冠銀章 県 20年以上無事故無違反で金
章を受けていること

金冠金章 県 30年以上無事故無違反で金
冠銀章を受けていること

旭日金冠章 県 40年以上無事故無違反で金
冠金章を受けていること

▲講座申し込
みフォーム

▲研修申し込
みフォーム

優良自動車運転者表彰

　令和５年春の「優良自動車運転者表彰」を受け付
けます。
　５年以上、無事故無違反の人は申請してください。
表彰種別は右の表のとおりです。
申請期間＝令和５年１月13日（金）まで
申請方法＝申請書に自動車安全運転センターが発行
する「無事故無違反証明書」（令和４年12月１日
以降発行のもの）を添えて、桐生交通安全協会へ。
無事故無違反証明書の申請代行を希望する人は、交
付手数料670円、運転免許証、印を同協会へ持参し
てください。
※表彰（令和５年５月予定）までの間に交通違反や
事故があると受賞できなくなります。

問い合わせ＝桐生交通安全協会（☎43‐9300）、
地域づくり課生活安全担当（☎内線465）

▲認知症サポーターカード（発行年度
　によって、カードのデザインが異な
　る場合があります）
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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場合があります。

高齢者インフルエンザ予防接種
費用助成期間は12月まで
　対象者には、５月に若竹色または桃色の封筒で
「各種検診・インフルエンザ予防接種受診券」を郵
送しています。
対象＝桐生市に住所がある接種日に65歳以上の人、
または60～64歳で心臓、腎臓、呼吸器疾患、免疫
不全の身体障害者手帳１級を持つ人
本人負担金＝1,500円（１人１回）
助成期間＝12月28日（水）まで
申し込み＝事前に保険医療機関に予約してください。
問い合わせ＝健康長寿課成人保健係（☎内線276）

お口のはたらきを改善しよう
「口から健康プログラム」
　歯科保険医療機関で集中的な個別プログラムを実
施し、自宅でも実践できる、口の働きを維持するた
めの知識と技術を身につけます。
　プログラムの実施にはおおむね３か月かかるため、
12月中に申し込みを済ませてください。
対象＝市内に居住する65歳以上の人のうち、チェ
ックシートで１項目以上に該当する人
回数＝１コース４回。おおむね３か月で終了。
申し込み＝登録歯科保険医療機関（28か所）にあ
るチェックシートに記入し、該当した場合は予約し
てください。なお、チェックシートは健康長寿課
（市役所１階）、新里・黒保根支所、各地域包括支
援センター、市ホームページにあります。
問い合わせ＝健康長寿課長寿支援係（☎内線588）

市税の納期内納付にご協力を

　市税は、市の健全な財政運営を行ううえで大切な
自主財源です。納期内納付にご協力ください。
▶市税の納付方法
窓口納付＝納税課（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、金
融機関、郵便局で納付できます。
口座振替＝納期限日に振替となるため、納め忘れが
なく便利で確実な納付方法です。
コンビニ納付＝お近くのコンビニエンスストアに納
付書をお持ちください。
ペイジー納付＝インターネットバンキング、ペイジ
ー対応のＡＴＭ（現金自動預け払い機）
キャッシュレス納付＝スマートフォンアプリのモバ
イルレジ（クレジットカード、ネットバンキング）、
P
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ご利用いただけます。
問い合わせ＝納税課納税管理担当（☎内線235）
▶市税を滞納すると
　市税の納付が納期限を過ぎた際に発生した延滞金
は、本税と同様に納付する必要があります。また、
督促に応じず納付しない場合、給与や預貯金などの
差し押さえを受けることもあります。市税の納期内
納付が困難な場合は、納税課へご連絡ください。
問い合わせ＝納税課納税担当（☎内線237～240）

令和４年度　登録歯科保険医療機関一覧
歯科医院名 場所 電話番号

相生なかじま歯科医院 相生町二丁目 55‐4677
アクツ歯科医院 相生町二丁目 54‐4182
あきこ歯科医院 新里町新川 20‐2220
あずま歯科クリニック みどり市東町 97‐2575
MM歯科・矯正歯科 広沢町四丁目 47‐6701
大塚歯科クリニック 天神町三丁目 47‐3990
かねこ歯科医院 境野町二丁目 44‐8249
金子歯科医院 相生町五丁目 54‐3344
北川歯科医院 巴町二丁目 45‐2085
小林歯科医院 堤町二丁目 22‐6255
小林歯科クリニック 本町六丁目 44‐5333
坂爪歯科医院 広沢町三丁目 53‐2540
さくらぎ歯科医院 相生町一丁目 55‐5815
塩崎歯科医院 宮前町一丁目 22‐4574
じゅん歯科医院 菱町二丁目 22‐8818
すが歯科医院 みどり市大間々町 72‐1491
須藤歯科医院 東七丁目 45‐1840
須永歯科医院 永楽町 22‐8410
すなが歯科クリニック 新里町新川 30‐6480
髙木歯科医院 清瀬町 47‐1682
長澤歯科医院 本町四丁目 45‐2446
中島歯科医院 琴平町 22‐0008
ほしの歯科 境野町二丁目 30‐3221
ますやま歯科医院 仲町一丁目 44‐5300
松本歯科医院 広沢町五丁目 52‐7008
松本歯科医院 琴平町 44‐3065
ミナミ歯科 新宿二丁目 44‐7602
山﨑歯科医院 永楽町 22‐4868 若竹色の封筒 桃色の封筒

15 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）




