
事　　業　　名 　　　　期　　日 時　　間 場　　所 担当課 備　考

乳がん検診 9月1日(日)
9:00～10:30

13:00～14:00
分水公民館 健康づくり課

第9回星野順治杯争奪少年野球大会 9月1日(日) ・ 9月7日(土) 8:30～ 吉田野球場他 社会教育課 ※吉田ジュニアクラブ主催

広島平和記念式典派遣事業報告会 9月1日(日) 13:30～
燕市役所

つばめホール
学校教育課

姉妹都市子ども交流事業海外派遣帰国
報告会

9月1日(日) 15:30～
燕市役所

つばめホール
学校教育課

女子会トーク
（令和元年度：第3回）

9月2日(月) 14:00～15:30
燕市役所

スカイラウンジ
地域振興課

※女性が輝くつばめプロジェクト推進
事業

乳がん検診 9月3日(火) ～ 9月7日(土)
9:00～10:30

13:00～14:00
中央公民館 健康づくり課

子ども広報編集会議
（令和元年度：第6回）

9月4日(水) 18:30～20:00
燕市役所

会議室301
地域振興課

食の大商談会
FOOD NIIGATA 2019（出展）

9月6日(金) 10:00～17:00

池袋サンシャイン
シティ

展示ホールB
（東京都豊島区）

農政課

第15回ふるさと回帰フェア（出展） 9月8日(日) 10:00～16:30
東京交通会館

（東京都千代田区）
地域振興課 ※移住定住促進事業

東京つばめいと勉強会 9月8日(日) 11:00～13:00
Gate　CAFE

（東京都中央区）
地域振興課

小椋佳　歌紡ぎの会 9月8日(日) 17:00～18:30 燕市文化会館 社会教育課

前立腺がん検診
胃がんリスク検診
肝炎ウィルス検診

9月10日(火)
9:00～10:30

13:00～14:00
分水公民館 健康づくり課

胃がん検診 9月11日(水) ～ 9月14日(土) 7:30～9:30
燕庁舎、

スポーツランド燕
健康づくり課

11日(水)、12日(木):燕庁舎
13日(金)、14日(土):スポーツランド燕

戸隠神社秋季祭礼 9月14日(土) ～ 9月15日(日) ー
穀町・宮町・
仲町・秋葉町

商工振興課

Jack&Bettyプロジェクト
海外派遣事業親善大使帰国報告会

9月14日(土) 10:00～ 市民交流センター 学校教育課

燕市・弥彦村児童生徒科学作品展 9月14日(土) ～ 9月15日(日) 10:00～17:00 吉田産業会館 学校教育課

FUN SPORTS!FUN NIIGATA!
オール新潟で盛り上がろう！（仮）

9月14日(土) ～ 9月16日(月) 10:00～18:00 イオンモール新潟南 社会教育課
※新潟県主催のオリパラ機運醸成イベ
ント

100歳長寿者表敬訪問 9月14日(土) ～ 9月15日(日) ー 市内各所 長寿福祉課

※14日(土)：9:10～14:40
　15日(日)：9:15～11:15
※県（三条地域振興局）の表敬訪問と
　同時訪問

第66回中山博道旗争奪剣道大会 9月15日(日) 8:50～ 分水総合体育館 社会教育課
※地蔵堂剣士会主催の地蔵堂剣士会
　全県下（小・中・高・一般）の
　剣道大会

大河津分水サンクスフェスタ 9月15日(日) 10:00～16:00
信濃川大河津資料館
信濃川河川事務所

大河津出張所
地域振興課

※つばめ若者会議事業
（れっつばめ）

スワローズライスファーム（稲刈り） 9月15日(日) 13:30～16:15
燕市役所

南側田んぼ
地域振興課

まちなかBBQ企画 9月16日(月) 10:00～14:00
吉田旭町商店街

（いちび通り商店街）
地域振興課

※つばめ若者会議事業
（燕ジョイ活動部）

骨粗しょう症検診 9月17日(火) ・ 9月19日(木)
9:00～10:00

13:00～14:00
中央公民館、

燕市保健センター
健康づくり課

※17日(火)：中央公民館
　19日(木)：燕市保健センター

子ども広報編集会議
（令和元年度：第7回）

9月18日(水) 18:30～20:00
燕市役所

会議室301
地域振興課

骨粗しょう症検診 9月18日(水) ・ 9月20日(金) 9:00～10:00
中央公民館、
分水公民館

健康づくり課
※18日(水)：中央公民館
　20日(金)：分水公民館

交通安全運動出発式および特別街頭指導 9月19日(木) 10:00～11:30 燕警察署前 生活環境課
※指導場所は原信吉田店
（10:30～11:30）

秋の全国交通安全運動 9月21日(土) ～ 9月30日(月) 終日 市内全域 生活環境課

第9回燕市長杯グラウンド・ゴルフ市民交
流大会

9月21日(土) 8:30～ 吉田ふれあい広場 社会教育課

沖縄県伝統組踊 重要無形文化財
「組踊」特別鑑賞会

9月21日(土) 14:00～16:00 燕市文化会館 社会教育課
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事　　業　　名 　　　　期　　日 時　　間 場　　所 担当課 備　考

第5回宇津木杯中学生女子ソフトボール燕
市大会＆北京オリンピック金メダリスト坂
井寛子さんクリニック

9月22日(日) 8:45～ スポーツランド燕 社会教育課

職員採用試験【後期試験】 9月22日(日) ー
燕市役所、

市民交流センター
総務課

※一般行政（大卒・民間企業等経験
　者）、一般事務（高卒）、土木（高
　卒・民間企業等経験者）、保育士・
　幼稚園教諭（一般）

乳がん検診 9月24日(火) ～ 9月25日(水)
9:00～10:30

13:00～14:00
スポーツランド燕 健康づくり課

胃がん検診 9月26日(木) ～ 9月28日(土) 7:30～9:30 分水公民館 健康づくり課

交通安全ポスターコンクール審査会 9月27日(金) 16:30～
燕警察署
柔剣道場

生活環境課

田んぼアート稲刈りイベント 9月28日(土) 9:30～11:30
吉田ふれあい広場

西側田んぼ
農政課 ※小雨決行

職員採用試験【後期試験】 9月28日(土) ー 東京都内 総務課
※一般行政（民間企業等経験者）、
　土木（民間企業等経験者）

国上良寛茶会 9月29日(日) 10:00～15:00 国上寺 社会教育課

第15回越後くがみ山酒呑童子行列 9月29日(日) 10:00～16:00 道の駅国上周辺 商工振興課

つばめ「人とひと」ふれあいフェスタ
2019

9月29日(日) 12:00～15:30 吉田産業会館 地域振興課

定例記者会見 9月30日(月) 10:00～
燕市役所

会議室101
企画財政課

【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）

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

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）


