
 定例会見 次 第 
 

令和 3 年 2 月 26 日(金) 午前 10 時～ 

会議室 101・102・103 

 

■報道発表事項 

No.1 
新型コロナウイルスワクチンの接種について 

 －燕市医師会と連携し円滑な実施に向けて体制を整備します－ 

No.2 

“もったいない” を “ありがとう”に変える 
フードドライブを実施 

 －余っている食品を受け付けフードバンクへ寄付します－ 

No.3 
燕市公式ホームページをリニューアル 

 －便利な機能を追加し見やすく使いやすく生まれ変わります－ 

No.4 
市内図書館で「本の通帳」を配布 

 －読書活動を記録し知識と思い出が“貯蓄”できます－ 

No.5 
「つばめ子育て応援カード」を交付 

 －4 月から協賛店利用時に優待サービスが受けられます－ 

No.6 
「デザインの力」を考える企画展を開催 

 －世界のデザイン賞受賞者による県内初の企画展です－ 

No.7 
「松竹大歌舞伎ポスター展 in 燕」を開催 
 －歌舞伎新潟公演 25 年の歴史を振り返ります－ 

No.8 

「つばめ元気かがやきポイント事業」 
景品抽選および表彰・認定を実施 

 －感染症対策として景品当選者を Web で発表します－ 

※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。 

 
 

■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 



燕市報道資料 No.１ 

                                 燕 市
Tsubame City

 

令和３年２月２６日 
 

新型コロナウイルスワクチンの接種について 
－燕市医師会と連携し円滑な実施に向けて体制を整備します－ 

 

 燕市は、国の示す方針に基づき、16 歳以上の市民約 6 万 7,000 人を対象とした新型

コロナウイルスワクチン接種を実施します。かかりつけ医など身近な医療機関で行う

「個別接種」を主とし、公共施設等の特設会場での「集団接種」、高齢者施設等での「施

設接種」の 3 つの手法で行います。接種体制については、燕市医師会と協議済みであ

り、医師会全会員に対して実施した個別・集団接種に関する意向確認においても、多く

の医療機関より協力いただけるとの回答がありました。 
 

【新型コロナウイルスワクチン接種の概要】 

1.対 象 者：16 歳以上の燕市民 約 67,000 人 

2.接種方法：(1) 個別接種 

        かかりつけ医などの医療機関で診療時間内に実施 

        ※協力医療機関は、後日お知らせします。 

      (2) 集団接種 

        市内公共施設（中央公民館、吉田産業会館、分水公民館）で実施 

※このほか、市内の検診機関等での実施も検討しています。 

      (3) 施設接種 

        高齢者施設等で、入所者・従事者を対象に嘱託医・施設医が実施予定 

3.予約方法：接種券の到着後、以下の方法で予約 

(1) 個別接種 … かかりつけ医などの協力医療機関に電話等で予約 

(2) 集団接種 … 市が設置する予約受付センターに電話で予約 

            ※Web からの予約受付も検討しています。 

4.相談窓口：3 月 5 日（金）から専用の相談窓口を開設（TEL 0120-003-371） 

5.今後のスケジュール： 

3 月下旬 65 歳以上の高齢者（約 25,000 人）へ接種券、予診票などを発送 

予約受付センターで集団接種の予約受付を開始 

4 月 高齢者向け接種を開始（～6 月） 

7 月以降 16 歳から 64 歳までの、基礎疾患のある人の接種を開始 

  ※ワクチンの供給状況により、予定が変更となる場合があります。 

 

 本件についてのお問い合わせ先 

健康福祉部 健康づくり課：梅沢 

電話：0256－77－8182（直通） 



燕市報道資料 No.２ 

                                 燕 市
Tsubame City

 

令和３年２月２６日 
 

“もったいない” を “ありがとう”に変える 
「フードドライブ」を実施 

－余っている食品を受け付けフードバンクへ寄付します－ 
 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による失業や収入の減少から、フードバンクに

登録する世帯が増え、需要に対し支援に必要な食品が不足している状況にあります。 

 燕市は、こうした状況を受け、フードバンクの活動を支援する「フードドライブ」を

3 月 8 日から実施します。家庭や企業などで余っている食品を市の窓口で受け付け、集

まった食品を NPO 法人フードバンクにいがたへ寄付します。 
 

【フードドライブの概要】 

1.実施期間：3 月 8 日（月）～12 日（金）、14 日（日） 

      ※4 月以降も実施を予定しています。詳細は、燕市公式 

ウェブサイトや広報つばめ 4 月 1 日号でお知らせします。 

2.受付時間：午前 8 時 30 分～午後 5 時 

3.受付場所：＜3 月 8 日～12 日＞ 

       ・燕市役所 社会福祉課（1 階 ㉔・㉕番窓口） 

       ・燕サービスコーナー 

       ・分水サービスコーナー 

      ＜3 月 14 日＞ 

       ・燕市役所 エントランスホール 

4.持込方法：受付場所にて直接お渡しください。 

5.対象食品：米、餅、乾麺、缶詰、瓶詰、インスタント食品、 

      レトルト食品、調味料、お菓子、飲料 

      ※常温保存が可能で、賞味期限が 2 週間以上ある未開封のもの 

6.主  催：燕市、NPO 法人フードバンクにいがた 

7.そ の 他：持ち込みいただいた食品は、NPO 法人フードバンクにいがたを通じて、 

生活困窮世帯など支援を必要としている世帯へ配布されます。 

 

 

 

 

 本件についてのお問い合わせ先 

健康福祉部 社会福祉課：吉田 

電話：0256－77－8173（直通） 

●「フードドライブ」とは 

 food（食べ物）＋drive（運動）で「食べ物を集める運動」という意味があり、 

 家庭で余っている食品を学校や職場などに持ち寄り、それらをまとめてフード 

 バンクや福祉団体などに寄付するボランティア活動です。 



燕市報道資料 No.３ 

                                 燕 市
Tsubame City

 

令和３年２月２６日 
 

燕市公式ホームページをリニューアル 
－便利な機能を追加し見やすく使いやすく生まれ変わります－ 

 

 燕市は、3 月 1 日より市の公式ホームページをリニューアルします。新しいページで

は、スマートフォンやタブレット端末からも見やすく、アイコンを多用することで視覚

的に情報が探しやすいデザインに変わります。 

また、チェックボックスを活用した手続き検索や、ごみの分別方法のキーワード検索

など新たな機能を追加し、利便性の向上を図ります。 
 

【燕市公式ホームページリニューアルの概要】 

1.公開日時：3 月 1 日（月）午前 10 時～ 

2.リニューアルのポイント： 

 (1) 様々なデバイスに対応 

   全ページをスマートフォンやタブレットなど 

どの端末からでも見やすいデザインに変更 

 (2) 多言語化に対応 

   翻訳機能を導入し、9 言語に翻訳して閲覧可能 

 (3) セキュリティの強化 

   通信を SSL 化することで、安全に閲覧可能 

 (4) 便利な機能の追加 

●手続きナビ    ：転入や転出、妊娠、出産など、当てはまる状況にチェック 

を入れていくことで、必要な手続きが検索可能 

●防災情報の発信  ：防災つばめ～ル等と連携し、緊急情報をいち早く掲載 

●ごみの出し方検索 ：ごみの分別方法をキーワードで検索 など 

 (5) 子育て特設サイトもリニューアル 

   「婚活×妊活×子育てまるごと応援 Web」もイラストやアイコンを多用し、 

   年齢や目的別に情報が探せるデザインへ変更 

3.リニューアルに伴う注意点： 

・全ページの URL が変更となるため、お気に入り登録している場合は再登録が必要 

 ・リニューアル後、2 週間程度は検索サイトやサイト内検索から検索してもページが 

見つからない場合があります。その場合は、トップページからお探しください。 

 

 本件についてのお問い合わせ先 

企画財政部 地域振興課：滝沢 

電話：0256－77－8363（直通） 

▲リニューアル後のトップページ 
（※画像は開発中のもの） 



燕市報道資料 No.４ 

                                 燕 市
Tsubame City

 

令和３年２月２６日 
 

市内図書館で「本の通帳」を配布 
－読書活動を記録し知識と思い出が“貯蓄”できます－ 

 

 燕市立図書館では、読書活動を記録できる「本の通帳」の配布を 2月 26日から開始

します。専用のプリンターで記帳すると、借りた本のタイトルや著者名などが印字され

ます。表紙のイラストは、燕市と素敵なご燕（えん）がある、絵本作家もとやすけいじ

さんの『つばめこうくう』です。このコラボ企画は、一昨年 11月開催のワークショッ

プ、昨年 10月開催の絵本原画展に続く、コラボ第 3弾となります。 
 

【本の通帳の概要】 

1.配布開始：2 月 26日（金） 

2.配布場所：市内 3図書館の窓口 

3.配布対象：燕市に在住または在勤・在学している 

      図書貸出カード登録者 

      ※在勤・在学の場合、「図書貸出カード」 

       と「在勤・在学を証明するもの」が必要 

4.記帳内容：①貸出日、②本のタイトル、③著者名 

      このほか、印字の横の星を塗りつぶして 

      三ツ星評価する「ふりかえり」ができます。 

5.記帳方法：市内図書館の窓口で本を借りた後、館内に設置 

されている専用プリンターで記帳 

      ※返却済みの本や電子図書館で借りた本は記帳 

       できません。 

6.表  紙：絵本作家もとやすけいじさんの『つばめこうくう』 

 

 

本件についてのお問い合わせ先 

教育委員会 社会教育課：古澤・竹田 

電話：0256－77－8366（直通） 

【もとやすけいじさん プロフィール】 

1985年東京生まれ。武蔵野美術大学デザイン情報学科卒業。 

絵本ワークショップ「あとさき塾」出身。 

作品に『つばめこうくう』、『ぽっぽこうくう』、『カルガモ 

ゆうらんせん』（すべて佼成出版社）などがある。 



燕市報道資料 No.５ 

                                 燕 市
Tsubame City

 

令和３年２月２６日 
 

「つばめ子育て応援カード」を交付 
－4 月から協賛店利用時に優待サービスが受けられます－ 

 

 燕市は、子育て家庭の経済的負担の軽減を目的とした「つばめ子育て応援カード事業」

について、4 月 1 日からの開始に向け、協賛店の募集などを進めてきました。 

事業の開始にあたり、市内の妊婦や中学生以下の子どもがいる保護者を対象に、協賛

店で提示すると割引等のサービスが受けられるカードを交付します。3 月初旬より保育

園や小中学校等を通じて交付するほか、妊婦や未就園児の保護者には郵送します。 
 

【つばめ子育て応援カード交付の概要】 

1.対 象 者：燕市に住所がある妊婦および 

中学生以下の子どもがいる保護者 

2.交付方法：3 月初旬から保育園や幼稚園、 

こども園、小中学校を通じて交付 

      ※妊婦や未就園または市外に通園・ 

通学の子どもの保護者には、 

郵送にて交付 

      ※3 月以降妊娠届や転入届を提出し、 

新たに対象となった人は、届出の際に窓口で交付 

3.利用方法：協賛店を利用する際にカードを提示することで店舗ごとの 

優待サービスが受けられます 

      ●優待サービスの例 … ・会計時にお買い物金額から割引 

                  ・子ども向けにお菓子をプレゼント など 

      ●利用開始は 4 月 1 日（木）から 

4.協 賛 店：市内 42 店舗（2 月 24 日現在） 

      ※右の協賛店ステッカー等が掲示されます 

5.そ の 他：・協賛店は、随時募集しています 

・カードの右下に記載の QR コードから燕市 

公式ウェブサイトにアクセスすると、最新 

の協賛店情報やサービス内容を確認できます 

 

 本件についてのお問い合わせ先 

教育委員会 子育て支援課：星野 

電話：0256－77－8225（直通） 



燕市報道資料 No.６ 

                                 燕 市
Tsubame City

 

令和３年２月２６日 
 

「デザインの力」を考える企画展を開催 
－世界のデザイン賞受賞者による県内初の企画展です－ 

 

 燕市産業史料館では、世界のデザイン賞を受賞するなど活躍の幅を広げるデザイン会

社「フレーム」の、県内初の企画展を 4 月 2 日から 5 月 16 日まで開催します。 

本企画展では、デザイナーの仕事について掘り下げながら、燕市に関連するものも含

め、フレームが手がけたロゴや商品などのデザイン約 200 点を展示します。日常生活

と密接に関わる“デザイン”を再発見できる、大人も子どもも楽しめる内容です。 
 

【デザイン「フレーム」展の概要】 

1.会 期：4 月 2 日（金）～5 月 16 日（日） 

2.時 間：午前 9 時～午後 4 時 30 分 

3.会 場：燕市産業史料館 企画展示室（燕市大曲 4330-1） 

4.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 人は、 

ミュージアムパスポートで土・日・祝日無料 

5.内 容：「フレーム」が手がけたロゴデザインのパネルや 

パッケージデザイン商品、ロゴを用いた各種グッズなど 

6.展示数：約 200 点 

7.休館日：月曜日、5 月 6 日（木）※5 月 3 日（月）は開館します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本件についてのお問い合わせ先 

燕市産業史料館：齋藤・桑原 

電話：0256－63－7666（直通） 

【株式会社フレームについて】 

新潟市のデザイン会社。2006 年に設立。代表は、石川竜太 氏（新潟県三条市生まれ）。 
既成概念にとらわれることなく、常に新しい仕組みやしかけを考え、新しい価値を生み 
出すコミュニケーションの創出を目的に、日々デザインを生み出している。 

【過去の受賞歴】 

 2007 年 新潟 ADC グランプリ（以後、継続して受賞） 
 2014 年 日本パッケージデザイン大賞「銅賞」 
 2020 年 Muse Design Awards GOLD  

2020 年 日本パッケージデザイン大賞「銅賞」 

【燕市に関連するデザインの代表例】 

・産業史料館 図録「鎚起銅器」（2016 年刊行） 
・4W1h 燕三条キッチン研究所（杉山金属㈱） ブランドデザイン 
・ツバメファーム ロゴデザイン ・ラーメン潤フランクフルト ロゴデザイン 
・亀倉雄策展（新潟県立万代島美術館 2015 年開催）ポスターデザイン など 

▲図録「鎚起銅器」 



燕市報道資料 No.７ 

                                 燕 市
Tsubame City

 

令和３年２月２６日 
 

「松竹大歌舞伎ポスター展 in 燕」を開催 
－歌舞伎新潟公演 25 年の歴史を振り返ります－ 

 

 燕市文化会館では、過去 25 年に渡る松竹大歌舞伎新潟公演のポスターやパンフレッ

トなどを一挙に展示する「松竹大歌舞伎ポスター展 in 燕」を、3 月 5 日から 8 日まで

開催します。本企画展では、普段なかなか触れることのできない歌舞伎の華やかな世界

を、計 95 点の展示品を通して堪能できます。開催にあたり、検温や手指消毒の徹底な

ど、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実施します。 
 

【松竹大歌舞伎ポスター展 in 燕 の概要】 

1.会 期：3 月 5 日（金）～8 日（月） 

2.時 間：午前 9 時～午後 5 時 

     ※最終日は午後 3 時まで 

3.会 場：燕市文化会館 展示ホール 

4.入場料：無料 

5.内 容：松竹大歌舞伎新潟公演の 

ポスターやパンフレット、 

直筆サイン色紙、公演チラシ 

6.展示数：・ポスター    27 枚 

     ・パンフレット  28 部 

     ・直筆サイン色紙 15 枚 

     ・公演チラシ   25 枚 

7.主 催：（公財）新潟市芸術文化振興財団、 

     燕市教育委員会 

8.その他：検温、手指消毒の徹底など、新型 

     コロナウイルス感染症拡大防止対策 

を講じた上で実施します。 

9.問合せ：新潟県民会館       TEL：025-228-4481 

     燕市社会教育課文化振興係 TEL：0256-63-7002 

 

本件についてのお問い合わせ先 

教育委員会 社会教育課：宇佐美 

電話：0256－63－7002（直通） 



燕市報道資料 No.８ 

                                 燕 市
Tsubame City

 

令和３年２月２６日 
 

「つばめ元気かがやきポイント事業」 
景品抽選および表彰・認定を実施 

－感染症対策として景品当選者を Web で発表します－ 
 

 一人ひとりが自分のペースで気軽に取り組める健康づくりをテーマに、7 年目を迎え

た「つばめ元気かがやきポイント事業」の今年度の取組期間が終了しました。 

 今年度もポイント報告者を対象とした景品抽選を実施し、感染症拡大防止の観点か

ら、前回と同様に燕市公式ウェブサイトにて当選者を発表します。また、健康ヒーロー

と各種マイスターの該当者には、郵送にて表彰状・認定証を贈呈します。 
 

【令和 2年度つばめ元気かがやきポイント事業の実績】 

 令和 2 年度 

登録者数 

（うち、こども手帳（小学 1～6 年生・園児対象）） 

13,688 人 

(3,870 人) 

ポイント報告者数 439 人 

健康ヒーロー 205 人(35 人 ) 

ウォーキングマイスター 52 人(4 人 ) 

レインボー健康体操マイスター 1 人(0 人 ) 

【景品抽選と当選者発表の概要】 

1.対象者：ポイントを報告した人 439 人 

2.抽 選：健康づくり課で抽選を実施 

（抽選の様子は動画で公開） 

3.発 表：燕市公式ウェブサイトに当選番号を掲載 

     公開日：3 月 8 日（月） 

4.景 品：抽選で 100 名に、地場産製品や健康関連商品、 

市内農産物などが当たります。 

【健康ヒーロー表彰・マイスター認定の概要】 

1.対象者：健康ヒーロー、各種マイスター該当者 258 人 

2.内 容：健康ヒーロー表彰状・マイスター認定証を郵送にて贈呈するほか、 

     通算 5 回受賞者 39 人には記念品も併せてお送りします。 

 

 本件についてのお問い合わせ先 

健康福祉部 健康づくり課：山宮・今泉 

電話：0256－77－8182（直通） 

※ 

※ 

※ 
※通算 5 回 

 受賞者数 

▲昨年の抽選の様子 



事　　業　　名 時　　間 場　　所 担当課

モンゴル語入門講座（第3回） 3月1日(月) 19:00～20:30 中央公民館 社会教育課

松竹大歌舞伎ポスター展 in 燕 3月5日(金) ～ 3月8日(月) 9:00～17:00 燕市文化会館 社会教育課

燕市役所まちあそび部卒業式 3月6日(土) 16:00～16:30
燕市役所

スカイラウンジ
地域振興課

風の子くらぶ35-⑦「また会おう会」 3月6日(土) 13:00～17:00 中央公民館 社会教育課

市民教養講座フェスティバル 3月6日(土) ～ 3月7日(日) 9:30～17:00 中央公民館 社会教育課

燕市遺跡出土品展
「発掘された燕の歴史」

3月6日(土) ～ 3月7日(日) 9:30～17:00 中央公民館 社会教育課

妊活応援セミナー 3月7日(日) 13:30～15:00 燕市保健センター 健康づくり課

モンゴル語入門講座（第4回） 3月8日(月) 19:00～20:30 中央公民館 社会教育課

良寛書道展優秀作品展 3月9日(火) ～ 3月28日(日) 9:00～16:30 分水良寛史料館 社会教育課

ジャパン・ツバメ・インダストリアルデザ
インコンクール2021
審査委員との名刺交換会

3月12日(金) 16:30～18:00 吉田産業会館 商工振興課

交通安全対策協議会理事会 3月12日(金) 13:30～
燕市役所

401会議室
生活環境課

燕市職員採用ガイダンス 3月13日(土) 9:15～11:30 オンライン 総務課

【裏面へつづく】

卒業する3年生のみで開催予定

最終日は15:00まで

最終日は15:00まで

審査委員会終了後、開催

期日

・定員を定めて事前申込制で実施
・15:00から個別相談を実施

３月 の 各 課 行 事 予 定 表

備考

2/6(土) 14:00 から展示説明会を開催

燕 市
燕市報道資料 No.９

令和３年２月２６日



事　　業　　名 時　　間 場　　所 担当課期日

３月 の 各 課 行 事 予 定 表

備考

燕 市
燕市報道資料 No.９

令和３年２月２６日

スリーハンサムズコンサート2021
　～俺たちの放課後～

3月14日(日)
14:00～

(開場 13:30)
燕市文化会館 社会教育課

鎚起銅器の小皿づくり体験 3月14日(日) 9:30～15:00 燕市産業史料館 観光振興課

防災リーダー研修会 3月20日(土) 10:00～12:00 吉田産業会館 防災課

燕市産業振興協議会 3月26日(金) 15:00～16:30
燕市役所

つばめホール
商工振興課

市民防災セミナー 3月27日(土) 10:00～11:30
燕市役所

つばめホール 防災課

ジャパン・ツバメ・インダストリアルデザ
インコンクール2021・若monoデザイン
コンペティション燕vol.5表彰式

3月29日(月) 13:30～15:00
燕市役所

つばめホール
商工振興課

定例会見 3月29日(月) 10:00～
燕市役所

会議室101・
102・103

企画財政課

磨き屋一番館研修修了式・入校式 3月30日(火) 10:00～11:00 磨き屋一番館 商工振興課

職員退任式 3月31日(水) 16:30～
燕市役所
委員会室 総務課

【裏面　各課問い合わせ先一覧】

「第44回燕手仕事展」出品者の指導による体験イベント



【各課問い合わせ先一覧】

総　　務　　部

総務課　　　：　総務係（☎77-8312）・人事係（☎77-8318）・秘書係（☎77-8327）・情報統計チーム（☎77-8315）　　　　　　

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　：　地域振興係（☎77-8361）・広報広聴係（☎77-8363）・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　：　交通政策係（☎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)・地域支援相談係(☎77-8157)・介護保険係(☎77-8177)

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）・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）・公民館事業係（☎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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