
時　　間 場　　所 担当課

12月1日(木) ～ 12月16日(金) 8:30～17:15
燕市役所

エントランス 市民課

12月1日(木) 13:30～14:30 文化会館 社会福祉課

12月2日(金) 10:00～11:30
燕市役所

つばめホール 防災課

12月3日(土) ～ 12月4日(日) 10:00～16:00
SORAIRO国上
（道の駅国上）

観光振興課

12月4日(日) 16:00～18:00 文化会館 社会教育課

12月4日(日) 8:30～12:00 南相馬市 社会教育課

12月5日(月) ～ 12月10日(土) 8:30～17:00

燕市役所
社会福祉課窓口

燕SC
分水SC

社会福祉課

12月7日(水) 18:00～20:30 燕市産業史料館 商工振興課

障がい者施設の活動紹介・製品販売 12月8日(木) ～ 12月10日(土) 10:00～15:30
燕市役所

つばめホール
社会福祉課

こころのバリアフリー講演会 12月10日(土) 13:30～15:00
燕市役所

会議室101・
102・103

社会福祉課

12月10日(土) 14:00～15:30 文化会館 市民課

12月10日(土) 10:00～
燕市役所

会議室101・102
学校教育課

12月10日(土) ～ 1月31日(火) 17:00～21:00
SORAIRO国上
（道の駅国上）

観光振興課

12月11日(日) ～ 12月20日(火) 終日 市内全域 生活環境課

今年は大河津分水通水100周年の節目の年です。これに合わせ、大河津分水通水100周年記念事業に　　　　　　のアイコンを表示しています。

主催：燕市IoT推進ラボ
定員：30名程度

講師：大胡田　誠（おおごだ　まこと)氏
演題：「全盲の僕が弁護士になった理由」
定員：50名（参加無料）
※事前の申し込みが必要です。燕市障がい者地域生活支援セン
ターはばたき（電話：0256－66－5688）
※手話通訳・要約筆記あり
主催：燕市、燕市社会福祉協議会（共催）

SORAIRO国上ライトアップ 天候等により点灯時間が変更になる場合があります。

SORAIRO国上「冬の美味い大収穫祭」

民生委員児童委員厚生労働大臣委嘱状伝達式 並びに
退任式 及び退任者への感謝状伝達式

大会前日の交流事業やレセプションについては中止。
マラソン大会参加者：燕中学校陸上部8名、顧問1名

雪害対策連絡会議
会議の中で、道路除雪感謝状贈呈式を行います。（表彰対象：2
名）

３密を避けるため、3年前及び6年前に開催したつばめホールから
文化会館に場所を変え実施します。
委嘱予定者：111名
退任予定者：32名

.主催：道の駅国上指定管理者（よね蔵グループ）

主催：燕市（新潟県人権啓発活動委託事業）
定員：150名

席数：644席
開場：15:00～

障がい者施設の活動紹介コーナーと製品販売コーナーを設置

１２月 の 各 課 行 事 予 定 表

備考期日

第11回燕ジュニア検定Aクラスの満点者を表彰します。
取材を行う場合は、事前に担当へご連絡ください。

市の取組や人権擁護委員の活動内容等を紹介するパネル
10点を展示予定。

事　　業　　名

第11回燕ジュニア検定表彰式

人権ミニパネル展

燕市人権講演会
「新ちゃんのお笑い人権高座～笑顔でくらす、願い
に生きる～」

DXセミナー

渡辺真知子コンサート2022

南相馬市スポーツ復興祈念　第35回野馬追の里健
康マラソン大会及び第10回みらい夢こども交流事
業

フードドライブ
今年度3回目の実施。
12月10日は、市役所エントランスホールのみでの受付になりま
す。
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冬の交通事故防止運動
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燕市報道資料 No.13

令和４年11月29日



１２月 の 各 課 行 事 予 定 表
燕 市
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時　　間 場　　所 担当課

12月11日(日) 13:30～15:30 吉田産業会館 健康づくり課

12月11日(日) 13:30～15:30 文化会館 地域振興課

12月17日(土) 9:15～ 分水公民館 学校教育課

①②12月17日(土)
③12月24日(土)

①③10:30～
11:30

②14:00～
14:45

①中央公民館
②吉田図書館
③分水公民館

社会教育課

12月19日(月) ～ 1月14日(土) 8:30～17:15
燕市役所

エントランス
商工振興課

12月24日(土) 10:00～12:00
児童研修館「こど

もの森」
子育て支援課

12月26日(月) 10:00～16:00
中央公民館
文化会館

地域振興課

12月27日(火) 10:00～
燕市役所

会議室101・102
企画財政課

12月28日(水) 16:00～
燕市役所

つばめホール 総務課

今年は大河津分水通水100周年の節目の年です。これに合わせ、大河津分水通水100周年記念事業に　　　　　　のアイコンを表示しています。 【別紙　各課問い合わせ先一覧】

【ものづくりみらい100年フォーラム】

市内企業が携わった宇宙関連の製品等展示

土日、祝日は除く。
ただし、上記に関わらず1月14日（土）は展示見学可能。
10点程度展示。

「忙しいあなたもできる！”ゆるっと”ながら運
動」講座

講師：山田 彩乃 氏
         スポーツ医科学センターの健康運動指導士 2名
定員：50人

備考

燕キャプテンミーティング

市長の年末訓示

【全天候型子ども遊戯施設基本設計 市民ワークショップ】

第2回 みんなで「利用しやすい施設」を考えよう

定例会見

まちあそび学会
対象：県内外の高校生・大学生、自治体職員・教職員、地域づ
　　　くり関係者
定員：150名程度

東京ヤクルトスワローズトークショー
スワローズ「ネホリハホリ」2022

出演者：長岡 秀樹 内野手、内山 壮真 捕手
MC：中静 祐介 氏（お笑い集団NAMARA）

事　　業　　名

日本文理高校硬式野球部の竹野聖智さん、中原優斗さんと開志学
園高校女子硬式野球部の関口心愛さんを講師に迎え、市内中学生
がキャプテンやリーダーとしての心構え、チームづくりのポイン
トを学びます。
取材を行う場合は、事前に担当へご連絡ください。

対象：親子15組程度

　

【図書館事業】
クリスマスおはなし会

対象：幼児～小学校低学年
定員：各回20組

期日



【各課問い合わせ先一覧】

総　　務　　部

総務課　　　：　総務係（☎77-8312）・ふるさと納税係（☎77-8301）・人事係（☎77-8318）・情報統計室（☎77-8315）　　　　　　

広報秘書課　：　広報広聴係（☎77-8363）・秘書係（☎92-1111）　　　

用地管財課　：　契約管理係（☎77-8332）・用地活用推進室（☎77-8271）・管財係（☎77-8334）

防災課　　　：　防災対策係（☎77-8381）

選　挙　管　理　委　員　会　事　務　局

選挙管理委員会事務局　：　選挙係（☎77-8313）

企　　画　　財　　政　　部

企画財政課　：　企画チーム（☎77-8352）・財政チーム（☎77-8356）

地域振興課　：　協働推進係（☎77-8361）・交流推進係（☎77-8364）

市　　民　　生　　活　　部

市民課　　　：　窓口係（☎77-8125）・市民生活係（☎77-8302）

税務課　　　：　市民税1係（☎77-8142）・市民税2係（☎77-8144）・資産税1係（☎77-8146）・資産税2係（☎77-8148）

収納課　　　：　収納係 滞納整理室（☎77-8152）・管理係（☎77-8155）

生活環境課　：　交通安全・防犯係（☎77-8162）・環境政策係（☎77-8167）

産　　業　　振　　興　　部

農政課　　　：　農政企画係（☎77-8242）・農林環境係（☎77-8243）・生産振興係（☎77-8245）

健　　康　　福　　祉　　部

長寿福祉課　：　長寿福祉係(☎77-8175)・介護保険係(☎77-8177)・地域支援相談チーム(☎77-8157)

社会福祉課　：　援護係(☎77-8173)・障がい福祉係(☎77-8172)・児童福祉係(☎77-8186)

健康づくり課：　健康推進係（☎77-8182）・新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口（☎77-6722）・燕市保健センター（☎93-5461）

保険年金課　：　国保係（☎77-8132）・年金医療係（☎77-8133・☎77-8136）

都　　市　　整　　備　　部

都市計画課　：　都市施設係（☎77-8262）・都市計画係（☎77-8263）・空き家等対策推進室（☎77-8264）

土木課　　　：　建設係（☎77-8272）・河川水防係（☎77-8274）・道路維持係（☎77-8275）・管理係（☎77-8277）

営繕建築課　：　建築指導係（☎77-8282）・公営住宅係（☎77-8287）

下水道課　　：　計画管理係（☎77-8291）・業務係（☎77-8293）・工務係（☎77-8296）

農　業　委　員　会　事　務　局

農地農政係（☎77-8251）

教　　育　　委　　員　　会

学校教育課　：　指導係（☎77-8191）・総務企画係（☎77-8195）・学事保健係（☎77-8211）・学校給食係（☎77-8212）

子育て支援課：　保育・幼児教育係（☎77-8222）・総務企画係（☎77-8225）・子どもサポート係（☎77-8224）

社会教育課　：　生涯学習推進係（☎77-8366）・スポーツ推進係（☎77-8368）・中央公民館係（☎63-7001）・文化振興係（☎63-7002）

燕　・　弥　彦　総　合　事　務　組　合

燕・弥彦総合事務組合：消防本部（☎92-1119）、水道局経営企画課（☎64-7400）

　商工振興課　：　産業支援係（☎77-8231）・新産業推進係（☎77-8232）

　観光振興課　：　観光企画係（☎77-8233）・産業史料館（☎63-7666）


