
事　　業　　名 　　　　期　　日 時　　間 場　　所 担当課 備　考

糖尿病検診 8月1日(木) 8:30～11:30 燕庁舎 健康づくり課

乳がん検診 8月1日(木) ～ 8月3日(土)
  9:00～10:30
13:00～14:00

吉田産業会館 健康づくり課

東京ヤクルトスワローズ公式戦 燕市Day 8月3日(土) 14:00～ 明治神宮球場 地域振興課

TWINBIRD×燕三条　夏フェス。 8月3日(土) 10:00～ ツインバード工業㈱ 地域振興課 ※共催事業

子どもを守るゲートキーパー研修会
【教職員・民生委員対象】

8月5日(月) 14:00～16:30 中央公民館 健康づくり課

「原爆と人間展」パネル展示 8月5日(月) ～ 8月16日(金) 8:30～17:15
燕市役所

つばめホール
総務課

※土・日・祝日を除く
　最終日は15:00まで

女子会トーク
(令和元年度：第２回)

8月5日(月) 14:00～15:30
燕市役所会議室

102・202・401
地域振興課

※女性が輝くつばめプロジェクト推進
　事業

広島平和記念式典派遣事業出発式 8月5日(月) 6:50～7:10
燕市役所

会議室101
学校教育課

保健推進委員全体研修会 【一般向けゲー
トキーパー研修】
(令和元年度：第1回)

8月6日(火) 9:30～11:30 中央公民館 健康づくり課

燕市健康づくり推進委員会
(令和元年度：第1回)

8月7日(水) 13:30～15:00
燕市役所

会議室301
健康づくり課

子宮がん検診 8月7日(水) ～ 8月8日(木)
9:00～10:00

13:00～14:00
中央公民館 健康づくり課

献血 8月8日(木)
9:30～12:00

13:00～16:00

パナソニック(株)
ライフソリュー

ションズ社
新潟工場

健康づくり課

幼稚園副園長・保育園長・こども園長合同
会議

8月8日(木) 14:00～ 中央公民館 子育て支援課

第9回燕市・南魚沼市プラットホーム会議 8月9日(金) 15:00～ 吉田産業会館 地域振興課

第7回東京ヤクルトスワローズカップ 8月9日(金) ～ 8月11日(日) 14:30～ 
宮崎県西都市

西都原運動公園
野球場

社会教育課
※松山市、西都市、浦添市、燕市の少
　年野球チームの交流大会

「ものづくりのまち燕」なでしこスポーツ
フェスタ2019

8月16日(金) 9:30～11:30 吉田ふれあい広場 社会教育課

イクボス研修会 8月19日(月) 15:00～
燕市役所

つばめホール
地域振興課

※女性が輝くつばめプロジェクト推進
　事業

糖尿病検診 8月21日(水) 8:30～11:30 燕市保健センター 健康づくり課

燕市自殺対策推進会議
（令和元年度：第1回）

8月21日(水) 13:30～15:30
燕市民交流
センター

健康づくり課

子ども広報編集会議
（令和元年度：第4回）

8月21日(水) 18:30～
燕市役所

会議室301
地域振興課

前立腺がん検診
胃がんリスク検診
肝炎ウィルス検診

8月22日(木) ～ 8月24日(土)
  9:00～10:30
13:00～14:00

吉田産業会館 健康づくり課
※24日(土)は 9:00～10:30の
　午前のみ

燕市交通安全対策協議会理事会 8月23日(金) 13:30～
燕市役所

会議室301
生活環境課

キラリ☆創業講座 8月24日(土) 9:00～12:00 協栄信用組合 商工振興課 ※全８回（８月～11月）

燕市下水道フェア2019 8月24日(土) 9:00～17:00 燕市下水終末処理場 下水道課

ツバメルシェ with 200メートルいちび 8月24日(土) 11:00～19:00 穀町～秋葉町地内 商工振興課

医療・福祉・介護フォーラム 8月24日(土) 13:30～16:00 燕市文化会館 長寿福祉課
※主催：燕市医師会、燕市、弥彦村、
　燕・弥彦医療介護センター

第13回燕市民水泳大会 8月25日(日) 8:40～ 分水プール 社会教育課

ふるさと燕応援寄附金お礼の品選考委員会
（令和元年度･後期分 ）

8月27日(火) 13:30～15:30
燕市役所

つばめホール
総務課

子ども広報編集会議
（令和元年度：第5回）

8月28日(水) 18:30～
燕市役所

会議室301
地域振興課
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事　　業　　名 　　　　期　　日 時　　間 場　　所 担当課 備　考

乳がん検診 8月29日(木) ～ 8月30日(金)
  9:00～10:30
13:00～14:00

分水公民館 健康づくり課

献血 8月29日(木)
 10:00～12:00
13:00～16:00

燕市役所 健康づくり課

若monoデザインコンペティション燕
協力企業見学会

8月30日(金) ～ 8月31日(土) 9:45～16:30
産業史料館、

協力企業
商工振興課

※協力企業：㈱タケダ、燕物産㈱、
　㈱ツボエ、㈱フジノス、㈱ワクイ、
　㈱新越ワークス

定例記者会見 8月30日(金) 10:00～
燕市役所

会議室101
企画財政課

大腸がん検診 8月31日(土) 7:30～11:30 中央公民館 健康づくり課

ツバメルシェ with よしだサン・コアなか
まち夏フェス2019

8月31日(土) 15:00～20:00
吉田中町

(第四銀行吉田
支店脇)

商工振興課

【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（☎92-1111）・情報統計チーム（☎77-8315）　　　　　　

用地管財課　：　契約管理係（☎77-8332）・用地係（☎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）

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）

生活環境課　：　交通政策係（☎77-8162）・環境政策係（☎77-8167）

産　　業　　振　　興　　部

商工振興課　：　産業支援係（☎77-8231）・新産業推進係（☎77-8232）・ブランド推進係（☎77-8289）・観光振興室（☎77-8233）・産業史料館（☎63-7666）

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・☎77-8105)

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　：　総務係（☎77-8225）・子育て支援係（☎77-8222）

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）


