
 定例会見 次 第 
 

令和 5 年 2 月 28 日(火) 午前 10 時～ 

会議室 101・102 

 

■報道発表事項 

No.1 
便利な機能満載！GIS「つばめ Navi」を公開 

－「燕市ガイドマップ」を 10 年ぶりにリニューアルします－ 

No.2 
燕市ゆかりの偉人マンガ「鈴木

す ず き

文台
ぶんたい

」が完成 

－私塾「長善館
ちょうぜんかん

」創設者の教えを描き、郷土愛の醸成を図ります－ 

No.3 
「クプルムの花嫁のセカイ展」を開催 

－燕を舞台としたマンガのデジタル複製原画を展示します－ 

No.4 
市内に新たに３つのシェアオフィスが完成！ 

－市外企業の進出と企業間連携による産業の活性化を図ります－ 

No.5 
脱炭素社会実現に向けたセミナーを開催 

－支援制度も併せて紹介し、企業の新たな商機獲得を後押します－ 

No.6 
まちあそび部が「まちあそび発見 DAY」を開催 
－新メンバーを募集！実際に活動の一部を体験してもらいます－ 

No.7 
「つばめいと新メンバー交流会」を開催 

－新生活の不安解消！県外在住の市出身者とのつながりを作ります－ 

No.8 
市立３図書館で「あかちゃんフェスタ」を開催 
－気兼ねなく楽しめる「あかちゃんタイム」を設けます－ 

 

※その他、燕市報道資料 No.9「3 月の各課行事予定表」を参照してください。 

※次月の定例会見は、3 月 30 日（木）を予定しています。 

 

 
      

■市長定例会見事務局 

燕市役所 3 階 企画財政部 企画財政課 

0256-77-8352（直通）窓口番号 10・11 
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令和 5 年 2 月 28 日 
 

便利な機能満載！GIS「つばめ Navi」を公開 
－「燕市ガイドマップ」を 10 年ぶりにリニューアルします－ 

 

燕市では、観光や防災等の情報を地図上で視覚的に閲覧できる GIS（地理情報シス

テム）を 10 年ぶりに全面リニューアルし、3 月 1 日から「つばめ Navi」として公開

します。「つばめ Navi」では、スマートフォンでの閲覧が可能となったほか、ラーメン

や釜めし店舗等の観光情報や、AED・Wi-Fi スポットといったお役立ち情報、オリジナ

ルマップ作成機能等を新たに追加しています。便利な機能が満載の「つばめ Navi」を

ぜひご利用ください。 
 

【燕市 GIS「つばめ Navi」の概要】 

1.サイト名： 

 「つばめ Navi」 

（旧サイト名「燕市ガイドマップ」） 

2.利用開始日： 

 3 月 1 日（水）午前 8 時 30 分～ 

 ※市公式ホームページのリンクから利用できます。 

3.主なリニューアルポイント： 

 ・トップページの刷新、スマホに最適化された画面切替・GPS 機能 

 ・新マップの追加（観光情報（ラーメン、釜めし）、生活情報（AED、W-Fi 

スポット）、防災情報（避難所、消火栓）など 26 件の情報を追加（計 83 件）） 

 ・複雑な面積・距離計測、地図・航空写真の 2 画面表示などの機能強化 

 ・オリジナルマップが作成できるマッピンドロップ機能の追加 

 ・マップ内の各情報を誰でも使いやすいように一覧データ（オープンデータ） 

にまとめ、ダウンロードや活用事例検索ができる特設サイトの新設 

 

 

 

本件についてのお問い合わせ先 

総務部 総務課：竹田、高橋（晃） 

電話：0256－77－8315（直通） 

▲「つばめ Navi」トップページ 

（デモサイト） 

2 画面表示(左)とマッピン▶ 

ドロップ機能(右)の利用 

イメージ（デモサイト） 

※GIS…地理情報システム Geographic  

Information System の略。位置に関する情報を含んだ 

データを地図として視覚的に表示するシステム。 

※オープンデータ…二次利用しやすいように、ルールに 

基づき、機械判読に適した形式のデータ。 

▲「つばめ Navi」は 

こちらから 
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令和５年 2 月 28 日 
 

燕市ゆかりの偉人マンガ「鈴木
す ず き

文台
ぶ ん た い

」が完成 

－私塾「長善館
ちょうぜんかん

」創設者の教えを描き、郷土愛の醸成を図ります－ 
 

大河津分水建設には、私塾「長善館
ちょうぜんかん

」の多くの門下生たちが活躍しました。このた

び通水 100 年を記念して、1,000 人を超える人材を育んだ長善館の初代館主鈴木
す ず き

文臺
ぶんたい

をモチーフにした偉人マンガ「鈴木
す ず き

文台
ぶんたい

」を 3 月 10 日に発行します。完成したマンガ

は、4 月に市内の全小中学校に配付するとともに、小学 4 年生の社会科や道徳の副教材

として活用し、マンガを通して文臺の教育への情熱や長善館の教えなどを学ぶことで、

郷土愛の醸成を図ります。なお、一般販売は令和 5 年夏頃を予定しています。 
 

【燕市ゆかりの偉人マンガ「鈴木文台」の概要】 

1.発 行 日：３月 10 日（金） 

2.仕  様：B6 版、109 ページ 

3.配置場所：①（3 月）燕図書館、吉田図書館、分水図書館 

つばめ電子図書館 

      ②（4 月）市内小中学校 

4.作  画：児玉
こ だ ま

 直樹
な お き

 氏（漫画家。新潟市在住） 

      NHK 新潟放送局のキャラクターデザインや 

県内企業のマンガ制作、4 コマ漫画等の執筆など 

多方面で活躍している。 

日本アニメ・マンガ専門学校（新潟市中央区） 

の元講師。 

5.制作期間：令和 4 年 5 月から令和 5 年２月までの約 10 カ月 

6.編集監修：燕市偉人漫画制作実行委員会 

     （筑波大学教授、長善館史料館長、地域識見者、 

小学校長、図書館司書など） 

7.そ の 他：・今回制作した偉人マンガは公共施設のみの配置となります。 

      ・一般販売は令和 5 年夏頃を予定しています。 

詳細については、決まり次第お知らせします。 

 

 

 

 

 

本件についてのお問い合わせ先 

教育委員会 社会教育課：石黒 

電話：0256－77－8366（直通） 

マンガのイメージ 
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令和 5 年 2 月 28 日 
 

「クプルムの花嫁のセカイ展」を開催 
－燕を舞台としたマンガのデジタル複製原画を展示します－ 

 

 燕市産業史料館では、「クプルムの花嫁のセカイ展」を 3 月 3 日から開催します。マ

ンガ「クプルムの花嫁」は、燕市をメイン舞台に鎚起銅器職人の「 修
しゅう

」とその彼女の

「しいな」との婚約生活が描かれたラブコメディで、燕市のものづくりをはじめとした

周辺地域の産業や街並み等が詳しく描かれている作品です。 

今企画展では、「クプルムの花嫁」のデジタル複製原画や作中に登場する道具類、街

並みの写真を展示するとともに、著者であるnamo
ナ モ

氏を招いてトークイベントを開催

し、本作品の世界観を広く紹介します。 
 

【「クプルムの花嫁のセカイ展」の概要】 

1.会 期：3 月 3 日（金）～4 月 16 日（日） 

※休館日：月曜日 

2.時 間：午前 9 時～午後 4 時 30 分 

3.共 催：㈱KADOKAWA、㈱MGNET（地域監修） 

4.会 場：燕市産業史料館 企画展示室 

5.内 容：デジタル複製原画の展示や、ロケ地の紹介、

鎚起銅器をはじめとした作業場の復元展示

など、作品に登場した道具や材料等を展示 

6.展示数：約 30 点 

7.入館料：大人 400 円、小・中・高校生 100 円 

※市内小中学生と付き添いの保護者 1 名は、 

ミュージアムパスポート持参で入館無料。 

【トークイベントの概要】 

1.日 時：3 月 12 日（日）、26 日（日）、4 月 9 日（日）各日午後 2 時～ 

2.会 場：燕市産業史料館 体験工房館 多目的室 

3.対 談：namo
ナ モ

 氏(4 月 9 日のみ)、㈱MGNET 代表 武田
た け だ

 修
お

美
さみ

 氏、 

観光振興課主査 齋藤 優介 

 

本件についてのお問い合わせ先 

燕市産業史料館：齋藤 

電話：0256－63－7666（直通） 

画:namo「クプルムの花嫁」１巻 

表紙より 

マンガ「クプルムの花嫁」 著者：namo 

現在、漫画誌ハルタに連載中。 

2021 年 1 月に単行本「クプルムの花嫁」第 1 巻が 

発売。現在 3 巻まで発売中。 

サイズ：B6、発行：(株)KADOKAWA  
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令和 5 年２月 28 日 
 

市内に新たに３つのシェアオフィスが完成！ 
－市外企業の進出と企業間連携による産業の活性化を図ります－ 

 

 燕市では、新たな企業と人の流れを創出することを目的に、民間事業者による市内シ

ェアオフィス整備への支援事業を令和 3 年度から実施しています。今年度は 3 施設が

採択され、すべての整備が完了し、2 月から運営が開始されています。今後は、昨年度

整備した 3 施設を合わせた全 6 施設において、入居事業者と市内事業者とのマッチン

グ等を通したオープンイノベーションや市内企業の高付加価値化の促進を図ります。 
 

【「令和 4 年度シェアオフィス」】の概要 

■【THE SASTI】 

1.設 置 者：県央ランドマーク株式会社（燕市南/代表取締役 山田眞一） 

2.所 在 地：燕市南 7 丁目 17-9-5 県央ランドマーク ANX1B 

3.オープン：2 月 1 日（水） 

4.施設概要：コワーキングスペース 12 席、個室 2 部屋、 

オンラインミーティングルーム 3 部屋 

5.入居事業者：デザイン、コンサル業、スタートアップ事業者など 4 社が既に入居 

■【Work Lab 燕】 

1.設 置 者：有限会社石田製作所（三条市西大崎/代表取締役 石田康史） 

2.所 在 地：燕市井土巻 5 丁目 212 

3.オープン：2 月 1 日（水） 

4.施設概要：コワーキングスペース 12 席、ミーティングルーム 

5 部屋（オンライン用含む）、個室 5 部屋 

5.入居事業者：品質管理、卸売、製造業、コンサルティング業など 6 社が既に入居 

■【aouze-base】 

1.設 置 者：株式会社オシア（燕市下粟生津/代表取締役 笹口智也） 

2.所 在 地：燕市粟生津 272-1 

3.オープン：2 月 20 日（月） 

4.施設概要：コワーキングスペース 28 席（屋外含む）ミーティング 

ルーム３部屋（うち大部屋１）、個室 4 部屋 

5.入居事業者：デザイン、飲料製造事業者、卸売業など 2 社が既に入居 

 
本件についてのお問い合わせ先 

産業振興部 商工振興課：山田 

電話：0256－77－8231（直通） 



１．THE SASTI ＜県央ランドマーク株式会社＞

令和4年度 燕市イノベーション拠点整備施設補足資料

業務内容

1 新潟市 Web制作等

2 石川県
コンサルティング、デザイン制作
等

3 新潟市 製品企画、デザイン等

4 三条市 マーケティング、デザイン等

入居決定している企業の所在地



令和4年度 燕市イノベーション拠点整備施設補足資料

２．Work Lab 燕 ＜有限会社石田製作所＞

業務内容

1 加茂市 各種印刷

2 三条市 板金加工等製造業

3 愛知県 品質管理等コンサル業

4 長岡市 製品企画・製造

5 愛知県 コンサル業

6 兵庫県 コンサル業

入居決定している企業の所在地



3．aouze-base ＜株式会社オシア＞

令和4年度 燕市イノベーション拠点整備施設補足資料

プラン デイユース コワーキング シェアオフィス

利用人数 1名～ 1名～ 3～6名

利用時間 9:00~18:00 24時間 24時間

利用料金 550円/h～ 8,800円/月～ 50,000円/月～

登記管理料 ー 22,000円/年

光熱水費 ー 基本料金～

入会手数料 ー 3,300円～ 33,000円

※セミナールーム、ミーティングスペースのみの利用も可能

業務内容

1 見附市 飲料等製造業

2 燕市 卸売業

入居決定している
企業の所在地



令和4年度 燕市イノベーション拠点整備施設補足資料

■燕市内シェアオフィスの立地状況

宮町シェアオフィス

DOORS

Work up Studio 燕

３. aouze-base

１. THE SASTI

2. Work Lab 燕

令和３年度整備施設

令和４年度整備施設

■令和3年度整備施設の利用状況
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令和 5 年 2 月 28 日 
 

脱炭素社会実現に向けたセミナーを開催 
－支援制度も併せて紹介し、企業の新たな商機獲得を後押します－ 

 

 燕市では、市内企業が脱炭素への理解を深め、取組を推進してもらうため、カーボン

ニュートラルセミナーを 3 月 29 日に開催します。今回は、MS&AD インターリスク総

研株式会社の協力により、原材料や部品等の調達先に対して脱炭素の取組を要請する大

企業の動きなど、実例を交えながら市内企業への啓発を図ります。また、当日はハロー

ワークや経済産業省の中小企業向け支援制度に加え、市が新年度に実施する支援メニュ

ーについても説明し、市内企業が新たな商機を掴めるよう支援します。 
 

【「カーボンニュートラルセミナー＆中小企業支援制度説明会」の概要】 

1.日 時：3 月 29 日（水）午後 2 時 30 分～4 時 30 分 

2.会 場：燕市中央公民館  中ホール 

3.内 容：《第 1 部》カーボンニュートラルセミナー 

講演：MS&AD インターリスク総研株式会社 

リスクマネジメント第一部  

コンサルタント 関
せき

 椋也
りょうや

 氏 

《第 2 部》中小企業支援制度説明会 

・ハローワーク巻 

・経済産業省 関東経済産業局 

・燕市 商工振興課 

※市の支援制度紹介の一環として、令和 4 年度の燕市新商品新技術開発 

補助金を活用し、開発された製品の一部を会場内に展示します。 

4.参加費：無料  

5.定 員：50 人 

6.申込み：３月 24 日（金）まで 

申込みフォームから商工振興課へ申込みください。 

 

 

 

 

 

 

本件についてのお問い合わせ先 

産業振興部 商工振興課：宮本、小澤 

電話：0256－77－8232（直通） 

▲申込みフォーム 

前回のセミナーの様子 
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令和５年 2 月 28 日 
 

まちあそび部が「まちあそび発見 DAY」を開催 
－新メンバーを募集！実際に活動の一部を体験してもらいます－ 

 

 総務省主催の「ふるさとづくり大賞」を受賞した「燕市役所まちあそび部」では、新

メンバー募集を兼ねた体験イベント「まちあそび発見 DAY」を 3 月 12 日に開催しま

す。当日は、現メンバーも交えながら、まちあそびに興味のある中高生から「まちあそ

び」を体験してもらうとともに、慶應義塾大学特任准教授であり、まちあそび部のコー

ディネーターである若
わか

新雄
しんゆう

純
じゅん

氏と、今年度の活動を振り返るワークショップ等を行い

ます。また、「まちあそび体験会」に先立ち、昨年に引き続き、株式会社伊藤園の「わ

たしの街の未来の桜プロジェクト」とコラボし、桜の植樹式を開催します。 
 

【「まちあそび発見 DAY」の概要】 

1.日 時：３月 12 日（日）午後 1 時～5 時 

2.内 容： 

＜第１部＞「桜植樹式」午後１時～ 

①桜の植樹「みらいの花見スポットを増やしてみた。」 

  株式会社伊藤園から桜の苗木 3 本を寄贈いただき植樹を行います。 

  場所…大河津分水さくら公園（燕市五千石 4026-3） 

＜第２部＞「まちあそび体験会」午後２時～ 

②まちあそび体験「まちの資源を使って遊んでみる」 

 ③若
わか

新雄
しんゆう

純
じゅん

氏による講演「まちあそびについて」 

 ④ワークショップ（今年度のまちあそびの振り返りなど） 

  場所…信濃川大河津資料館 3、4 階（燕市五千石） 

3.講 師：若新 雄純 氏（慶應義塾大学特任准教授・テレビコメンテーター） 

     ※オンラインでの出演となります。 

4.対 象：市内在住又は市内高校に在学中の高校生、市内在住の中学 3 年生 

※中学 3 年生は今春から高校 1 年生の方 

5.定 員：30 名程度 

6.申込方法：市公式ホームページの申込フォームからお申し込みください。 

7.その他：燕駅・吉田駅・分水駅からイベント会場まで送迎します。※希望者のみ 

 

 

 

本件についてのお問い合わせ先 

企画財政部 地域振興課：坂内、今井 

電話：0256－77－8364（直通） 

申込はコチラから 

昨年４月の植樹の様子 

まちあそびの様子 
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令和５年 2 月 28 日 
 

「つばめいと新メンバー交流会」を開催 

－新生活の不安解消！県外在住の市出身者とのつながりを作ります－ 

 

 燕市では、県外に在住する 30 歳以下の燕市出身者に対し、様々なイベントの開催や

市に関する情報の提供等により、継続的に「ふるさと燕」との関わりを創出することで、

将来的な U ターンにつなげる「つばめいと」事業を実施しています。 

このたび、進学や就職等により今春から県外へ引っ越しをする人の不安の解消や新生

活を応援するため、「つばめいと新メンバー交流会」を 3 月 18 日に開催します。本交

流会には、「つばめいと」の現メンバーにも参加してもらい、燕市出身者同士の新たな

コミュニティづくりを推進します。 
 

【「つばめいと新メンバー交流会」の概要】 

1.日 時：3 月 18 日（土）午後 1 時～2 時 30 分 

2.会 場：燕市役所４階 スカイラウンジ 

3.対 象：県外に進学、就職等を予定している 

市内在住の高校３年生 

4.定 員：20 名程度 

5.内 容：（1）市長からの激励 

     （2）つばめいと概要説明 

     （3）参加者の自己紹介 

     （4）グループワーク（テーマ：困りごと・悩みごと相談会、先輩体験談） 

     （5）燕市製品が当たる抽選会 

6.申込方法：市公式ホームページの申込フォームからお申し込みください。 

〈昨年の交流会の様子〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件についてのお問い合わせ先 

企画財政部 地域振興課：今井 

電話：0256－77－8364（直通） 

申込はコチラから 
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令和５年 2 月 28 日 
 

市立３図書館で「あかちゃんフェスタ」を開催 
－気兼ねなく楽しめる「あかちゃんタイム」を設けます－ 

 

燕市立図書館 3 館では、赤ちゃんとその保護者から図書館を気兼ねなく楽しんでも

らうための取り組みとして、「あかちゃんフェスタ」を 3 月７日から開催します。本イ

ベントでは、赤ちゃん向けの絵本の読み聞かせ等を行う「おはなし会」を開催するほか、

期間中に赤ちゃん向け絵本を借りた方へ、赤ちゃん用の使い捨てエプロンをプレゼント

します。また、「おはなし会」開催の前後の時間帯に「あかちゃんタイム」を設けます。

ぜひ、この機会に赤ちゃんと一緒に図書館へお越しください。 
 

【「あかちゃんフェスタ」の概要】 

1.期 間：3 月 7 日（火）～22 日（水） 

※3 月 20 日(月)は休館日 

2.場 所：燕図書館、吉田図書館、分水図書館 

3.内 容： 

(1) 赤ちゃん向け絵本の貸出で、使い捨てエプロンをプレゼント 

  ①対象：0～2 歳児とその保護者 

 ②条件：赤ちゃん向け絵本を借りる 

   ※一度の貸出で１つお渡し。回数制限はなし。なくなり次第終了。 

 (2) 以下の日程であかちゃんタイムを設け、赤ちゃん向けおはなし会を開催 

会場 日程 あかちゃんタイム おはなし会 おはなし会の内容 

分水公民館 

２階大会議室 

3月14日 

（火） 

10:00～12:00 10:30 

～11:00 

赤ちゃん向け絵本の読み聞かせ

や手遊び 

燕図書館 

２階展示ホール 

3月15日 

（水） 

10:00～12:00 10:30 

～11:15 

ミニイベント付き、赤ちゃん向け

絵本の読み聞かせや手遊び 

（定員 10 組、要申込） 

吉田図書館 

お茶室 

3月21日 

（火） 

10:00～12:00 11:00 

～11:30 

赤ちゃん向け絵本の読み聞かせ

や手遊び 

(3) おすすめの赤ちゃん向け絵本と育児に関する本の展示・貸出 

4.問合せ先：燕図書館  ℡0256-62-2726 

 

 

 

本件についてのお問い合わせ先 

教育委員会 社会教育課：石村 

電話：0256－77－8366（直通） 

赤ちゃん向け 
おはなし会の様子 

【あかちゃんタイム】 

子どもがいても気兼ねなく図書館を利用することのでき

る時間帯。次の３つの乳幼児向けおはなし会「えほんの

へや０.１.２」(燕図書館)、「おはなしコロコロ」(吉田図

書館)、「絵本を楽しむ時間」(分水図書館)開催日に実施。 



時　　間 場　　所 担当課

2月7日(火) ～ 3月19日(日) 9:00～16:30 分水良寛史料館 社会教育課

2月16日(木) ～ 3月15日(水) 8:30～16:00
燕市役所

つばめホール 税務課

3月1日(水) ～ 3月31日(金) 9:30～20:00 市内3図書館 社会教育課

3月3日(金) ～ 4月16日(日) 9:00～16:30 燕市産業史料館 観光振興課

3月4日(土) ～ 3月5日(日) 9:30～17:00 中央公民館 社会教育課

3月4日(土) ～ 3月5日(日) 9:30～17:00 中央公民館 社会教育課

3月5日(日) 13:30～16:30 分水公民館 地域振興課

3月5日(日) 14:00～16:00 分水福祉会館 防災課

3月7日(火) ～ 3月22日(水) 9:30～20:00 市内3図書館 社会教育課

3月11日(土) 13:00～ 燕市文化会館 社会教育課

3月12日(日) 13:00～17:00
大河津分水さくら
公園、信濃川大河
津資料館

地域振興課

3月13日(月) 13:30～16:30 中央公民館 社会教育課

3月14日(火) 14:00～16:00 中央公民館 健康づくり課

3月18日(土) 13:00～14:30
燕市役所

スカイラウンジ
地域振興課

3月19日(日) 9:30～
SORAIRO国上
（道の駅国上）

観光振興課

3月19日(日) 9:00～12:00
SORAIRO国上
（道の駅国上） 観光振興課

3月19日(日) 9:00～12:30
信濃川大河津資料
館・大河津分水路
左岸工事現場ほか

防災課

今年度は大河津分水通水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。

【燕市産業史料館企画展】
クプルムの花嫁のセカイ展

休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）

国上山エコトレッキング 主催…燕市観光協会

国上山 山開き
主催…燕市観光協会
※例年のセレモニーを中止して実施します。

まちあそび発見DAY

燕市遺跡出土品展
「大河津分水周辺の遺跡」

【図書館事業】
あかちゃんフェスタ

防災リーダー研修会

土、日曜日・祝日は17:00まで

大河津分水路「令和の大改修」見学会

３月 の 各 課 行 事 予 定 表

備考期日事　　業　　名

つばめいと新メンバー交流会
定員：15人程度
オンライン参加も可能

令和5年度分市民税・県民税申告相談会

外国人のみなさんとの交流会
～みんなで作ろう！ 本場の水餃子～

ゲートキーパー研修会
講師：新潟青陵大学 准教授 関谷 昭吉 氏
定員：40名

講師：兵庫県立大学 大学院 減災復興政策研究科
　　　准教授 澤田 雅浩 氏

共催：燕市国際交流協会

土、日曜日・祝日は17:00まで

定員：10名

講師：信濃川大河津資料館コーディネーター 樋口 勲 氏
　　　信濃川河川事務所 副所長 松本 竹史 氏
定員：20名

立川談春独演会2023 燕公演

はじめてのスマホ教室（LINE編）

開場：正午
全席指定

分水良寛史料館新春企画展
「-描かれた良寛像の世界-」

休館日：月曜日（祝休日の場合は翌日）

入場無料
4日14:00～展示説明会（参加費無料）

5日は15:00まで

【図書館事業】
つばめっ子かるたDEクイズラリー

主催：燕市役所まちあそび部
定員：30名程度

市民教養講座フェスティバル

燕 市
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３月 の 各 課 行 事 予 定 表
燕 市
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時　　間 場　　所 担当課

3月19日(日) 14:00～
燕三条地場産業振

興センター
社会教育課

3月21日(火) 8:30～11:00
燕市役所

つばめホール 総務課

3月24日(金) 13:30～15:00 中央公民館 商工振興課

3月29日(水) 14:30～16:30 中央公民館 商工振興課

3月30日(木) 10:00～
燕市役所

会議室301 企画財政課

3月30日(木) 定例会見終了後
燕市役所

会議室301 企画財政課

3月31日(金) 16:30～
燕市役所
委員会室 総務課

今年度は大河津分水通水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】

職員退任式

燕市職員採用ガイダンス

定例会見

ジャパン・ツバメ・インダストリアルデザインコン
クール2023表彰式
若monoデザインコンペティション燕vol.7表彰式

主催…新潟県燕市物産見本市協会

令和4年度 二十歳のつどい

事　　業　　名

燕市と北越工業株式会社との地方創生に関する包括
連携協定締結式

受付：13:00～
内容：式典、アトラクション等

期日

カーボンニュートラルセミナー＆中小企業支援制度
説明会

定員：50名

会場では、対面とオンラインの複合形式でガイダンスを実施予定

備考

　



【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）
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