
今月の表紙

２



はい

あなたに必要な申告を、
フローチャートで確認してみましょう

＜期間中、ご都合の良い日にお越しください＞

問合せ



ご存じですか「防災の３Ｋ」

　町では、台風接近時など洪水の危険があると

きには、個人広域避難※を推奨するとともに、

町内の一部高台を利用した「洪水時緊急避難場

所」の整備を進めています。
※個人広域避難　浸水の恐れのない町外の親戚、知人、宿泊施設、

勤務先などの避難先を事前に確保し、自主的に避難を行うこと

　12月23日㈭、行政区長の皆さんが災害対策の視察研修

を行いました。

　国土交通省利根川上流河川事務所では、令和元年東日

本台風以降の工事概要や「防災の３Ｋ」の重要性などの

説明を、茨城県五霞町では、板倉町が洪水時緊急避難場

所整備の参考としている「情報･ 防災ステーションごか

隣接駐車場」の視察を行いました。

気づく

考える

行動する

気候変動などにより、想定を超える災害が多発しています。

天気予報や周りを見回して「異常に気づく」ことです

洪水ハザードマップを見て避難行動など「危険を避けるよ

う考える」ことです

避難所に行ってみる。備蓄品を備える。行政の支援には限

界があります。いざというときには早めに安全な場所へ行

くなどの「自分の命を守る行動をする」ことです

行政区長視察研修

防災に関する問合せ

安全安心係　 ８２－６１２３

利根川上流域の堤防工事　国土交通省事業概要より

板倉町洪水時緊急避難場所整備事業

合の川河川防災ステーション

洪水時緊急避難場所

●北部公民館

旧北小学校
●

板倉東洋大前駅

●東小学校



新型コロナワクチンの３回目接種を開始します

２回目接種時期 ３回目の接種時期 接種券の送付時期

令和３年３・４月 令和３年12月 送付済

５・６月 令和４年２月 送付済

７月 ３月 送付済

８月 ３～４月 ２月

９月 ４～５月 ３月

10月以降 決まり次第お知らせします

２回目の接種を終了しているかたに順次郵送します。

接種券には、接種案内および接種券一体型予診票が同封されて

います。
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　町は、２月１日から３回目のワクチン接種を開始します。３回目接種は、標準的には２回目の接種から８か月間隔（65歳
以上は７か月間隔）で接種ができます。
　１月15日から県営接種センターでの接種が再開しました。県営会場では、１・２・３回目の接種を受け付けしています。
詳細は県ホームページをご確認ください。

接種場所 ３回目接種券の発送と接種時期

集団接種　板倉町中央公民館
個別接種　館林市内の協力医療機関

予約について
詳細は接種券と同封の接種案内を確認してください
令和３年７月までに２回目接種をしたかた
▶
　予約不要（２回目接種８か月後を目安に接種日時を指定
しました。日程変更・キャンセル可能）
▶
　町で接種を希望する場合は、
　２月１６日午前９時から予約受付を開始します。

令和３年８月以降に２回目接種したかた
LINE または電話で予約を受け付けます。予約開始日時につ
いては、接種券送付時にお知らせします。

予約は電話または「ＬＩＮＥ」で受け付けます

０２７６－５５－８２７０
　平日（土・日、祝日を除く）　午前９時～午後５時

　群馬県ＬＩＮＥ公式アカウント「群馬県デジタル窓口」
を友だち登録して、トーク画面「新型コロナワクチン予約」
から予約します。

接種についてお問合せ

０２７６－８２－３７５７

※聴覚に障害あるなど電話での連絡が難しいかた
Fax ０２７６－８２－３７５４

引き続き感染予防の徹底をお願いします

１・２回目の接種を希望するかたへ
２月８日 　午前９時から町会場での予約を再開します。
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【入札結果】

執 行 日 件 名 場 所
予定価格（税抜）
設計金額（税抜）

最低制限価格
（税抜）

落札金額
（税抜）

落 札 率 落 札 者

Ｊアラート
情報伝達試験

防災ラジオでも配信されます

２月16日㈬　午前11時

82



廃食用油のリサイクル
家庭で使用した廃食用油をリサイクルしています

○出し方

　使用後、冷ます

　

　容器に入れる

○回収場所

　公民館（北部公民館、南部公民館、東部公民館、中央公民館）

○回収日・時間

　第１・３水曜日の開館時間にお持ち込みください

　開館時間　午前８時30分～午後５時15分

注意１　 ごみステーションでの回収は行っていません。

間違って出さないようお願いします。

注意２　指定日以外は持ち込まないでください。

※ペットボト
ルなど、ふた
の閉まる容器
に入れてくだ
さい



まちの動き
人　口 １４，０６４人（－７）
　 うち外国人　４３０人（－４）
　　男 ７，０３８人（－12）
　　女 ７，０２６人（＋５）
世帯数 ５，７８５戸（－４）
（　）内は前月比　令和４年１月１日現在

今月の税金
国民健康保険税（８期）
介護保険料（８期）
後期高齢者医療保険料（８期）

○納税は口座振替が便利です

○ 納付書のかたはコンビニ、PayPay　　

LINEPayでも納められます

問合せ　収税係
８２-６１２９

事故と犯罪の発生状況
12月１日～12月31日

　　　　　　　　　　　累計　　前年比

　人身事故 ３件　(40件）　＋１
　物件事故 17件 (152件）　＋９
　侵入窃盗 ２件　(16件）　＋６
　乗物盗難 ０件　(10件）　　０
　詐　　欺 ０件　(０件）　－１
　住居侵入 ０件　(５件）　－１
　その他の事件 １件　(42件）　－２
　　　　　※( ）内は令和３年１月からの累計

＃８０８０
加齢に伴い、運転に不安を感じたらお電話ください

受付時間　月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
運転免許証を返納すると身分証明書として使える「運転経歴

証明書」の交付が受けられます

（通話料は利用者負担）





相談は消費生活センターまで　 ８２－７８３０（ナヤミナシ）

休日当番医

家庭用蓄電池の勧誘
勧誘されても慎重に！

【事例】

【ひとこと助言】

期 日 内 科 系 外 科 系 耳 鼻 科

２月６日
（日）

須田内科医院
６３－１４１４

たけい小児科アレルギー科※
７６－２５２５

井上整形外科医院
８２－１１３１

板倉耳鼻咽喉科クリニック
８０－４３３３

２月11日
（祝）

横田胃腸科内科
７２－４９７０

ましも内科・胃腸科
６２－２０２５

こやなぎ小児科※
８０－２２２０

ふじの木整形・内科クリニック
９１－４０７０ －

２月13日
（日）

高橋クリニック
７５－７７７２

うえの医院
７２－３３３０

しんじょう整形外科クリニック
５５－３６２３ －

２月20日
（日）

寺内医院
８８－１５１１

堀越医院
７３－４１５１ ２０－１９７１

川田耳鼻咽喉科医院
７２－３３１４

２月23日
（祝）

黛泌尿器科内科医院
６３－７８００

たなか医院
６２－２８８１

益田小児科医院※
６２－５５３５

慶友整形外科病院
４９－９０００ －

２月27日
（日）

三浦医院
６２－２９１７

横田医院
７２－０２５５

明和セントラル病院
８４－１２３４

３月６日
（日）

館林記念病院
７２－３１５５

阿部医院
６２－５４２８

岡田整形外科クリニック
７２－３１６３

川村耳鼻咽喉科医院
７２－１３３７

３月13日
（日）

竹越医院
８４－３１３７

星野こどもクリニック※
７０－７２００

館林市夜間急病診療所
７３－２３１３ －

歯 科
◆緊急　公立館林厚生病院　 ７２－３１４０（内科系・外科系）
◆コロナに関すること　群馬県受診・相談センター
　 ０５７０－０８２－８２０（24時間受付）

館林邑楽歯科保健医療センター
７３－８８１８
午前９時～正午

●診療時間は、午前９時～午後５時（ただし、耳鼻科の診療時間は、午前９時～午後１時）　●内科系の※は、小児科のみとなります。
●館林厚生病院※の予約時間は、午前９時～午前11時（要電話予約）　●受診前に必ず医療機関に電話で確認してください。
●救急テレホンサービス　 ７３－５６９９：受診可能な病院を紹介しています。



掲載された写真は希望者にプレゼント！　　情報広報係　  82－6124　   k-jouhou@town.itakura.gunma.jp

トピックス

決
令和３年度成人式

意を新たに
　１月９日 、板倉中学校体育

館で、令和３年度板倉町成人式が

挙行され、新成人１０５人が出席

しました。会場では出席した全員

がマスクをするなど感染症対策が

行われました。

　新成人代表として杤本心愛さん

は「成人式という人生の節目を迎

え、社会を担う一人であるという

自覚をし、自分の夢や目標に向

かって前進していくことを誓いま

す」と成人の誓いを発表しました。



◎窓口延長は、毎週水曜日午後７時15分まで　◎その他、各イベント・催し物については、町ホームページのイベントカレンダーをご覧ください

　　可燃ごみ収集日(生ごみを含む)　　　資源ごみ収集日(古紙類・小型家電・容器包装プラスチック・ペットボトル・プラスチック)

　　びん・かん・危険物収集日

日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat
1 　 2 窓口延長 3 　 4 　 5 　

6 7 　 8 　 9 窓口延長 10 　 11  建国記念の日 12 　

13 14 　 15 　 16 窓口延長 17 　 18 　 19 　

20 21 　 22 　 23  天皇誕生日 24 　 25 　 26 　

27 28 　 3/1 　 2 窓口延長 3 　 4 5 　

6 【定休日および休館日のお知らせ】※詳しくはお問い合わせください
○各公民館：月曜日および祝日
○海洋センター：月曜日および祝日
○わたらせ自然館：月・火曜日および祝日の翌日
○文化財資料館：月曜日（祝日・振替休日の場合開館し、火曜日休館）
○福祉センター：土・日曜日および祝日
○児童館：日曜日および祝日
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