
事　　業　　名 　　　　期　　日 時　　間 場　　所 担当課 備　考

胃がん検診 10月1日(火) ～ 10月5日(土) 7:30～9:30 － 健康づくり課

※１日(火)：島上農村環境改善センター
　２日(水)：国上勤労者体育センター
　３日(木)：分水武道館
　４日(金)・５日(土)：燕市保健センター

燕三条トレードショウ 10月2日(水) ～ 10月3日(木) 10:00～17:00
燕三条地場産業
振興センター

商工振興課 ※３日(木)は16:00まで

燕三条工場の祭典 10月3日(木) ～ 10月6日(日) 各所による
燕市・三条市内

参加事業所
商工振興課

松浦靖世界のスプーン展 10月3日(木) ～ 11月17日(日) 9:00～16:30 燕市産業史料館 商工振興課
※月曜日休館（祝日の場合開館）、
　祝日の翌日休館

東京つばめ交流会 10月3日(木) 17:00～19:30
ピアザデッレ
グラツィエ

商工振興課

循環バス 観光・イベント連携社会実験 10月5日(土) ～ 10月6日(日) 7:04～17:51 燕市内 生活環境課
※工場の祭典：4日(金)～6日(日)
※スワロー号：1日5往復（10便）
　平日同様に同じ時刻表、運賃で運行

精神保健福祉講座
（こころの健康講座）

10月5日(土) 10:00～12:00 中央公民館 社会福祉課

本宮宏美ふるさとコンサート2019 10月5日(土) 15:00～17:00 燕市文化会館 地域振興課 ※共催事業

燕青空即売会 10月6日(日) 8:30～15:30
つばめ物流
センター内

商工振興課

ツバメルシェwith燕青空即売会 10月6日(日) 8:30～15:30
つばめ物流
センター内

商工振興課

胃がん検診 10月7日(月) ～ 10月11日(金) 7:30～9:30 － 健康づくり課
※7日(月)～９(水)：燕市保健センター
　10日(木)：吉田北体育センター
　11日(金)：粟生津体育センター

庁舎避難訓練 10月7日(月) 13:15～13:45 燕市役所 用地管財課

燕市ものづくり品質管理制度（TSO）
2日間研修

10月7日(月) 、 10月11日(金) 13:30～15:00
燕市役所

401会議室
商工振興課

男女共同参画推進審議会
（令和元年度：第2回）

10月8日(火) 14:00～15:00
燕市役所

会議室201
地域振興課

シルバーナイトスクール
（交通安全ナイトスクール）

10月8日(火) 18:00～
燕市役所
駐車場

生活環境課

交通安全ポスターコンクール表彰式 10月9日(水) 16:00～
吉田公民館
3階　講堂

生活環境課

交通安全ポスターコンクール入賞作品
展示

10月9日(水) ～ 10月30日(水) 終日 － 生活環境課
※9日(水)～15日(火)：吉田公民館
　16日(水)～23日(水)：分水公民館
　24日(木)～30日(水)：中央公民館

広報つばめ「子ども記者」終了式 10月9日(水) 18:30～19:30
燕市役所

つばめホール
地域振興課

新潟県燕市 in ふるさとチョイスCafé 10月10日(木) ～ 10月13日(日) -
ふるさとチョイス

Café
(東京都千代田区)

総務課
※10日(木)～12日(土)　11:00～18:00
　13日(日)　11:00～16:00

幼稚園副園長・保育園長・こども園長
合同会議

10月10日(木) 14:00～
燕市役所

会議室301
子育て支援課

ミズノビクトリークリニック
「ミズノトラッククラブクリニック」

10月11日(金) 16:00～
三条・燕

総合グラウンド
社会教育課 ※市内中学生を対象

うんめぇ～つばめ産　ときめき秋の陣
Part11

10月12日(土) ～ 10月14日(月) -
表参道

新潟館ネスパス
(東京都渋谷区)

農政課
※主催：燕市農業再生協議会
　12日(土)～13日(日)　10:30～18:00
　14日(月・祝)　10:30～16:00

八色の森市民まつり【出展】 10月13日(日) 10:00～16:00
南魚沼市

八色の森公園
地域振興課

燕三条ものづくりメッセ 10月17日(木) ～ 10月18日(金) 10:00～17:00
燕三条地場産業
振興センター

商工振興課 ※18日(金)は16:00まで

新潟広報協会研修会 10月17日(木) 13:00～17:00
燕市役所

つばめホール 他
地域振興課

環境審議会 10月18日(金) 9:00～
燕市役所

301会議室
生活環境課

「Let's Try Eco」啓発ポスターコンクー
ル表彰式

10月18日(金) 16:15～
燕市役所

つばめホール
生活環境課

「Let's Try Eco」啓発ポスター展 10月21日(月) ～ 11月10日(日) 終日 － 生活環境課

※21日(月)～24日(木)：燕市役所つばめホール
　25日(金)～27日(日)：吉田産業会館
　28日(月)～11月4日(月)：中央公民館
　11月5日(火)～10日(日)：分水公民館

燕市ものづくり品質管理制度（TSO）
グループコンサルティング1回目

10月23日(水) 10:00～17:00
燕市役所

401会議室
商工振興課

南陽の菊まつり【出展】 10月26日(土) ～ 10月27日(日) 9:00～16:00
山形県南陽市
中央花公園

地域振興課

乳がん検診 10月26日(土)
9:00～10:30

13:00～14:00
燕市保健センター 健康づくり課

北陸新幹線で気ままに探す自分好みの暮らし方
長野×新潟×富山×石川　IJUフェア

10月26日(土) 11:00～17:00
東京交通会館

（東京都千代田区）
地域振興課
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事　　業　　名 　　　　期　　日 時　　間 場　　所 担当課 備　考

産業振興協議会 10月28日(月) 13:30～15:00 燕市産業史料館 商工振興課

高齢者交通安全体験講座 10月28日(月) 14:00～
燕市役所

つばめホール
生活環境課

定例記者会見 10月31日(木) 10:00～
燕市役所

会議室101
企画財政課

子ども・子育て会議
（令和元年度：第3回）

10月31日(木) 13:30～
燕市役所

会議室101～103
子育て支援課

【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）


