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新型コロナワクチン接種
の準備を進めています

　　　　　　　ワクチン接種に関するご相談は・・・

板倉町保健センター
８２－３７５７

受付時間　平日午前８時30分～午後５時15分　　　
※ この相談窓口では、予約の受付はしていません。予約については、予約専用

回線を用意し、　接種券の送付に併せてご案内します。

群馬県相談窓口（３月１日開設）

０５７０－７８３－９１０

受付時間　20か国語（日本語含む）、24時間対応

厚生労働省　新型コロナワクチンコールセンター
０１２０－７６１－７７０（フリーダイヤル）

受付時間　午前９時～午後９時（土日・祝日も実施）



【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
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日次 期日 会議名 開議時刻 事項

１日 ３月９日
本会議 午前９時 定例会（初日）

委員会 本議会
終了後

予算決算常任委員会
（補正予算審査）

２日 ３月10日 本会議 午前９時 一般質問(３人）
補正予算採決

３日 ３月11日 委員会 午前９時

総務文教福祉常任委員会
(所管事務調査）

産業建設生活常任委員会
(所管事務調査）

４日 ３月12日 休会 自宅審議

５日 ３月13日 休日

６日 ３月14日 休日

７日 ３月15日 委員会 午前９時 予算決算常任委員会
（予算審査）

８日 ３月16日 委員会 午前９時 予算決算常任委員会
（予算審査）

９日 ３月17日 委員会 午前９時 予算決算常任委員会
（予算審査・総括質疑）

10日 ３月18日 休会 自宅審議

11日 ３月19日 本会議 午前９時 定例会（最終日）



『古着』のリサイクル



まちの動き
人　口 １４，３１６人（－６）
　　男 ７，１８９人（－５）
　　女 ７，１２７人（－１）
世帯数 ５，７９７戸（＋19）
　　　　（　）内は前月比
　　　　令和３年２月１日現在

今月の税金
納税は口座振替が便利です
口座振替を利用すれば、納期限の
日に自動的に納付できます。
納め忘れがなく、安心・便利です。
問合せ　収税係
８２-６１２９

コンビニエンスストアでも納められます。

事故と犯罪の発生状況
事故　１月１日～１月31日
　　　　　　　　　　　累計　　前年比

　人身事故 ０件　(０件）　－３
　物件事故 14件  (14件）　＋６

犯罪　１月１日～１月31日
　　　　　　　　　　　累計　　前年比

　侵入窃盗 ０件　(０件）　 　０
　乗物盗難 ２件　(２件）　 ＋２
　詐　　欺 ０件　(０件）　 　０
　住居侵入 １件　(１件）　 ＋１
　その他の事件 ２件　(２件）　 －４
　　　　　※( ）内は令和３年１月からの累計



トピックス

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

ダカール・ラリー

Ｒ大使の染宮さんがナビゲーターとして参戦、クラス優勝
　板倉町ＰＲ大使の染宮弘

和さんは、１月に開催され

た世界一過酷なモータース

ポーツといわれるダカー

ル・ラリー２０２１に「日

野チームスガワラ」の選手

として出場し、トラック部

門の排気量10リットル未満

クラスで優勝しました。

　染宮さんはドライバーを

ゴールに導くナビゲーター

として、チームのクラス12

連覇に貢献しました。

板倉中学校立志の集い

人への一歩

Ｐ

大

文化財模擬火災訓練

切な文化財を守れ大

災害協定

災

　１月24日 、雷電神社で、文化

財模擬火災訓練が実施されました。

この訓練は「文化財防火デー」に併

せて、国や県指定の重要文化財があ

る雷電神社で、もしもの場合に備え

て行われるものです。当日は雨天で

したが、訓練では消防車両の適切な

配置や、関係機関の連携などが実践

的に行われました。

　２月５日 、板

倉中学校で２年生の

生徒による立志の集

いが行われました。

昔の日本の元服の式

が由来とされるもので、

生徒代表の本田怜生

さんは「何事にも前

向きになれる自信の

持てる人間になりた

い」と発表しました。

　２月３日 、板

倉町と富士食品工

業 とは、災害

時における物資供

給に関する協定を

締結しました。

　これにより、災

害時に、水や食料

などの物資を提供

していただけるこ

とになりました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、変更または中止になる場合があります。



相談は消費生活センターまで　 ８２－７８３０（ナヤミナシ）

水道工事休日当番 休日当番医
月 日 曜 日 当 番 店 電 話

３

６ 土 ㈲岩崎設備 82-0027

７ 日 ㈲しんえい設備 82-0001

13 土 土橋設備 82-2982

14 日 ㈲佐山設備 82-2152

20 祝 宇治川管工 77-0057

21 日 高田管工設備 82-1856

27 土 ㈲しんえい設備 82-0001

28 日 山岸管工設備 82-5251

４

３ 土 ㈲佐山設備 82-2152

４ 日 ㈲根岸工業 82-0537

10 土 高田管工設備 82-1856

11 日 ㈲長谷川設備 77-0358

17 土 山岸管工設備 82-5251

18 日 小倉設備 82-0261

24 土 ㈲根岸工業 82-0537

25 日 ㈲岩崎設備 82-0027

●水道に関する問合せ 
　群馬東部水道企業団館林支所
　 ８０－３２０１

期 日 内 科 系 外 科 系 耳 鼻 科

３月７日
（日）

蜂谷病院
６３－０８８８

菅沼医院
７２－９０９０

高木整形外科
６２－６６１１

川田耳鼻咽喉科医院
７２－３３１４

３月14日
（日）

後藤内科医院
７２－０１３４

神尾内科医院
７５－１２８８

館林市夜間急病診療所
７３－２３１３

－

３月20日
（祝）

福田ペインクリニック
８４－１２３３

田沼内科医院
８８－７５２２

井上整形外科医院
８２－１１３１

－

３月21日
（日）

ましも内科･胃腸科
６２－２０２５

藤原医院
８８－７７９７ ９１－４０７０

川村耳鼻咽喉科医院
７２－１３３７

３月28日
（日）

高橋クリニック
７５－７７７２ ７６－２５２５ ５５－３６２３

－

４月４日
（日）

寺内医院
８８－１５１１

こやなぎ小児科※
８０－２２２０ ２０－１９７１

４月11日
（日）

黛泌尿器科内科医院
６３－７８００

うえの医院
７２－３３３０

慶友整形外科病院
４９－９０００

－

４月18日
（日）

横田胃腸科内科
７２－４９７０ ７０－７２００

海宝病院
７４－０８１１

川田耳鼻咽喉科医院
７２－３３１４

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。●高木整形外科は、午前中のみの診察となります。
●受診前に必ず医療機関に確認してください。
●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。

慌てないで！トイレの
修理で思わぬ高額請求

【事例】

【ひとこと助言】



日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat
1 　 2 　 3 窓口延長 4 　 5 　 6 　

7 8 　 9 　 10 窓口延長 11 　 12 　 13 　

14 15 　 16 　 17 窓口延長 18 　 19 　 20  春分の日

21 22 　 23 　 24 窓口延長 25 　 26 　 27 　

28 29 　 30 　 31 窓口延長 /1 　 3 　

4

◎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

【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
○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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