
（４月１日から地区公民館が変わります）

新し
い名

称は
！

コミュニティセンターコミュニティセンター
みんなの「やりたい！」にちょうどいいみんなの「やりたい！」にちょうどいい

　　そんな場所になりたいと思っています！　　そんな場所になりたいと思っています！

開館時間　午前９時～午後９時（年末年始は休館。

平日５時以降は予約がない場合は閉館します）

施設の使用予約　事前予約（使用予定日の３カ月前

から申請可）が必要です。平日夜間や土・日曜日、祝

日の使用は、使用日の５日前までに予約してください

※施設の予約受け付け時間は、平日の午前９時～

午後５時

施設使用料　下表のとおり

※区や町などが地域づくりで使用する場合などは、

使用料が免除されます

※その他公益的な活動などで使用する場合は、使

用料の免除や減額の制度があります

※施設使用料の支払いには「沼田市電子地域通貨

tengoo」のポイントが使えます

市民課連絡所の

証明発行時間の変更について

　地区公民館をコミュニティセンターへ

変更することに伴い、市民課連絡所の証

明発行時間を延長します。ぜひ、ご利用

ください。

市民課連絡所　利南・池田・薄根・川田地

区コミュニティセンター

証明発行時間　月曜日から金曜日までの

午前８時 30分～午後５時（祝日と年末年

始を除く）

発行できる証明　戸籍の全部事項証明書、

戸籍の個人事項証明書、印鑑登録証明書、

住民票の写し（全部・一部）

問合せ　市民課市民窓口係☎内線３００３　

利南・池田・薄根・川田地区コミュニティセンター 白沢地区コミュニティセンター

午前
（午前９時
～正午）

午後
（午後１時
～５時）

夜間
（午後６時
～９時）

午前
（午前９時
～正午）

午後
（午後１時
～５時）

夜間
（午後６時
～９時）

談話室 660円 880円 660円 和室１ 660円 880円 660円

和室１ 660円 880円 660円 和室２ 660円 880円 660円

会 議 室
１と２は
一 体 で
使用可能

会議室１ 660円 880円 660円 研 修 室
第１～３
は一体で
使用可能

第１研修室 660円 880円 660円

会議室２ 660円 880円 660円 第２研修室 660円 880円 660円

研修室（和室２） 660円 880円 660円 第３研修室 660円 880円 660円

実習室 990円 1,320円 990円 工芸実習室 660円 880円 660円

団体会議室 660円 880円 660円

展示室 1,100円／１日

時間区分

部屋区分

時間区分

部屋区分

61234567 各番号（７桁）を市HP「ページ番号検索」に入力すると関連ページが見られます

1010689

☆テラス沼田６階コミュニティテラスからのお知らせ☆

　４月１日（木）からコミュニティテラス内の会議室

と音楽スタジオが、日曜日と祝日（年末年始を除く）

も使用可能となります。使用を希望する際は、使用

日の５日前までに申請してください。

　詳しくは、コミュニティテラス（☎ 25-3038）へ

▼利南地区コミュニティセンター☎ 22-2066

▼池田地区コミュニティセンター☎ 23-9851

▼薄根地区コミュニティセンター☎ 22-3160

▼川田地区コミュニティセンター☎ 22-2009

▼白沢地区コミュニティセンター☎ 53-2291

▼利根地区コミュニティセンター☎ 56-2111

 問合せ

　これまで社会教育施設として担ってきた生涯学習の場に加え、地域活動や市民の交流の場としてはもとよ

り、参加費を徴収する事業にも使えるようになりました。また、企業の研修や会議の場としても使えますので、

利用の幅が広がります。より多くの皆さんにご利用いただくことで、地域コミュニティをさらに推進します。

４月１日から市役所の組織・機構が変わります
　市は行政運営の効率化と特定施策の推進体制を強化するため、次のとおり行政組織機構を変更します。

総
務
部

３月 31日（水）まで ４月１日（木）から

利 根 支 所　　生　活　係
　　　　　　　　利根出張所

　　　　　　　観　光　係
　　　　　　　地　域　係

利 根 支 所　　生　活　係
　　　　　　　地　域　係

市
民
部

３月 31日（水）まで ４月１日（木）から

市民協働課　　協働推進係
　　　　　　　市民相談係

市民協働課　　協働推進係
　　　　　　　利  南  地  区
　　　　　　　　ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　　　　　　　池  田  地  区
　　　　　　　　ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　　　　　　　薄  根  地  区
　　　　　　　　ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　　　　　　　川  田  地  区
　　　　　　　　ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　　　　　　　白  沢  地  区
　　　　　　　　ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　　　　　　　利  根  地  区
　　　　　　　　ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　　　　　　 　市民相談係

都
市
建
設
部

３月 31日（水）まで ４月１日（木）から

上下水道課　　管　理　係
　　　　　　　水　道　係
　　　　　　　浄　水　係　　　

　　　　　　　下 水 道 係

上下水道課　　管　理　係
　　　　　　　水　道　係
　　　　　　　簡易水道係
　　　　　　　浄　水　係
　　　　　　　下 水 道 係

主な変更箇所

●市民部関係　市民協働課に利南地区ほか５地区の

「コミュニティセンター」を設置。生涯学習課の各地区

公民館業務を移管し、地域の多様な活動を推進します

●経済部関係　農林課に「有害鳥獣対策センター」を

設置。白沢・利根支所および森林整備係が所管する当

該業務を移管し、鳥獣保護・有害鳥獣対策業務の一

元化に対応します。また、観光交流課に「利根観光係」

を設置。利根支所観光係の業務を移管し、観光行政

を一体的に推進します

●都市建設部関係　上下水道課に「簡易水道係」を設

置。管理係、水道係および浄水係の当該業務を移管し、

簡易水道関係業務の一元化に対応します

●教育部関係　中央公民館の使用中止に伴い、中央

公民館を廃止するほか、生涯学習課に「市民文化推進

教
育
部

３月 31日（水）まで ４月１日（木）から

生涯学習課　　社会教育係
　　　　　　　管　理　係
　　　　　　　利南公民館　　　

　　　　　　　池田公民館
　　　　　　　薄根公民館
　　　　　　　川田公民館
　　　　　　　白沢公民館
　　　　　　　利根公民館
　　　　　　　奉　仕　係
文化財保護課　　　文化財保護係

　　　　　　　　管　理　係　歴史資料館

生涯学習課　　社会教育係
　　 市民文化推進室
　　　　　　　奉　仕　係

文化財保護課　   文化財保護係

　　   埋蔵文化財調査センター

　　　　　　　  管　理　係

中央公民館

図　書　館

歴史資料館

室」を設置。社会教育係が所管する芸術文化関係業

務を移管し、文化振興を総合的に推進します。また、

文化財保護課に「埋蔵文化財調査センター」を設置。

文化財保護係が所管する埋蔵文化財の調査研究、作

業および保存などの業務を移管し、さらなる事業の推

進に努めます

問合せ　企画政策課企画調整係☎内線４０３１

広報ぬまた  2021. 47

「沼田市電子地域通貨 tengoo（てんぐー）」ポイントをプレゼント !!

実践に学ぶ　これからの地域づくりへのヒント
　「町の役員どうする」「空き家対策は」「買い物が

不便」「行事がマンネリ化」こんな悩みありませんか。

　日本の地域づくりの第一線で活躍している櫻井

常
つ ね や

矢さんの講演を通し、地域で楽しく暮らすため

に何ができるかを一緒に考えましょう。

とき／ところ　下表のとおり

　

※３日間のうち、ご都合のよい日をお選びください

講師　櫻井常矢さん（高崎経済大学教授）

対象　市民

定員　各日 50人（先着順）

参加費　無料

申込み　開催日の２日前ま

でに、氏名・住所・電話番

号を市民協働課協働推進

係、または各地区コミュニ

ティセンターへ

その他　参加者にてんぐー

ポイントを 50ポイント差し

上げます（アプリ会員のみ）

問合せ　市民協働課協働推進係☎内線３０５１／

ファクス 24-5179

※掲載の情報は、新型コロナウイルス感染症の状況で変更になる場合があります

1010689

櫻井常矢さん

1002021

図　書　館

とき ところ

①
４月 18日（日）
午前９時 30分～ 11時 30分

白沢支所３階
多目的ホール

②
４月 23日（金）
午後６時 30分～ ８時 30分

テラス沼田５階
議場（Waltzホール）

③
４月 24日（土）
午前９時 30分～ 11時 30分

テラス沼田５階
議場（Waltzホール）

経
済
部

３月 31日（水）まで ４月１日（木）から

農　林　課　　農業振興係
　　　　　　　森林整備係
　　　　　　　農村整備係

観光交流課　　観光推進係
　　　　　　　交流推進係

農　林　課　　農業振興係
　　　　　　　森林整備係
　　　　　　　農村整備係
　　有害鳥獣対策センター
観光交流課　　観光推進係
　　　　　　　利根観光係
　　　　　　　交流推進係


