
事　　業　　名
当初予定
期日

対応 担当課

中学校修学旅行 3月7日(土)
～4月23日(木) 延期 学校教育課

日本産米の海外販路開拓セミナー 3月10日(火) 延期 農政課

燕市成人式 3月15日(日) 延期 社会教育課

IoT活用事例セミナー＆支援制度説明会 3月24日(火) 延期 商工振興課

防災親子バスツアー 3月29日(日) 延期 防災課

事　　業　　名 期日 時　　間 場　　所 対応 縮小内容等 担当課

3月3日(火)

燕中学校　9:00～
小池中学校　9:25～
燕北中学校　9:30～
分水中学校　9:00～

各中学校

3月4日(水) 9:20～ 吉田中学校

小学校卒業式 3月24日(火)

燕西小　9:15～
燕北小　9:15～
分水小　9:25～
※上記以外9:30～

各小学校

実施時期は今後の発生状況を見極めながら検討するとともに、延期に伴
うキャンセル料については、市が負担する方向で議会に諮ります。

今後の発生状況等を見極め、新年度での開催を検討します。

3月15日に市長のメッセージ動画を公開するほか、SNSを活用した新
成人の交流の場を提供します。

中小企業に対する支援制度については、ホームページで周知するほか、
新年度に説明会を実施します。

今後の発生状況等を見極めながら、日を改めて実施します。実施の際に
は改めて参加者の募集をします。(現申込者に対し優先的に案内予定)

３月 の 各 課 行 事 対 応 表

縮小
市教育委員会の告辞や来賓祝辞を文書配付に
変更するほか、入退場、卒業証書授与の時間
短縮について、学校で工夫して実施します。

【規模等を縮小し実施するもの・８件】

中学校卒業式

学校教育課

【延期するもの・５件】

該当行事の趣旨に基づいた措置等

燕 市

令和2年2月28日

別紙
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事　　業　　名 期日 時　　間 場　　所 対応 縮小内容等 担当課

公立幼稚園修了式 3月23日(月) 10:00～10:40
燕東幼稚園
燕北幼稚園

公立こども園修了式 3月23日(月) 9:30～10:30
燕こども園
燕南こども園

公立保育園卒園式 3月27日(金) 9:30～10:30 各公立保育園

燕市立燕北幼稚園閉園式 3月23日(月) 11:00～11:30 燕北幼稚園 縮小
市長あいさつを文書配付に変更するほか、園
のあゆみ紹介の説明を割愛するなどで時間短
縮を図り実施します。

子育て支援課

水燕鎚工会作品展
2月7月(金)
～3月15日(日)

9:00～16:30 産業史料館 縮小
3月1日(日)14時からの作品解説会を中止し
ます。

商工振興課

磨き屋一番館研修修了式・入校式 3月26日(木) 10:00～11:00 磨き屋一番館 縮小
あいさつ数を減らすことなどにより時間を短
縮して実施します。

商工振興課

事　　業　　名
当初予定
期日

対応 担当課

市民教養講座フェスティバル2020
2月29日(土)
～3月1日(日) 中止 社会教育課

遺跡出土品展「発掘された燕の歴史」
2月29日(土)
～3月8日(日) 中止 社会教育課

イキイキまちづくり事業報告会、
トークセッション＆ワークショップ
『地域を動かす若いチカラ』

3月1日(日) 中止 地域振興課

モンゴル語講座
3月5日(木)、
12日(木) 中止 社会教育課

つばくろロボキッズ教室 3月7日(土)、14
日(土)、28日(土) 中止 学校教育課

燕三条系さとちん電波公開生放送 3月11日(水) 中止 地域振興課

【中止するもの・１５件】

別日開催に向けて検討します。

高齢者の参加者が多いことから公開放送は中止し、通常どおりスタジオ
で収録を行います。

代替手段等

事業報告書を審査員、参加者へ送付することで対応します。

縮小

市教育委員会の告辞や来賓祝辞を文書配付に
変更するほか、入退場、修了・卒園証書授与
の時間短縮について、園で工夫して実施しま
す。

子育て支援課
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事　　業　　名
当初予定
期日

対応 担当課

第5回燕市子ども・子育て会議 3月11日(水) 中止 子育て支援課

つばめ元気かがやきポイント事業
表彰・認定式、公開抽選会

3月14日(土) 中止 健康づくり課

元気まつり2020 3月14日(土) 中止 健康づくり課

ボッチャ体験会（オリンピック・
パラリンピック等経済界協議会）

3月14日(土) 中止 社会教育課

あすチャレ！Academy 3月14日(土) 中止 社会教育課

カンカンBOOK・福服BOOK
児童図書贈呈式

3月18日(水) 中止 生活環境課
子育て支援

職員採用ガイダンス 3月22日(日) 中止 総務課

国上山山開き 3月22日(日) 中止 商工振興課

つばめスポーツ振興協会（東京ヤクルト
スワローズOB）少年野球教室

3月29日(日) 中止 社会教育課

事　　業　　名 期日 時　　間 場　　所 対応 備考 担当課

3月11日(水)
9:30～11:45
13:00～16:00

燕市役所

3月19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

定例会見 3月27日(金) 10:00～
燕市役所
会議室101 実施 企画財政課

職員退任式 3月31日(火) 16:30～
燕市役所
委員会室 実施 総務課

教育委員会退職教職員辞令交付式 3月31日(火) 13:30～
燕市役所

つばめホール 実施 学校教育課

教育委員会退職職員辞令交付式 3月31日(火) 14:30～
燕市役所

つばめホール 実施 学校教育課

【裏面　各課問い合わせ先一覧】

市内の各保育園等に児童図書を贈呈しますが、園児の健康への影響を考
慮して贈呈式は中止します。

ホームページ等により関係情報を発信します。

会議資料（第２期子ども子育て支援事業計画）を送付し、メール等で意
見を聴取します。

賞状等は本人へ郵送します。抽選については当選番号発表ページをホー
ムページに掲載し、当選者に通知して景品を受け取りに来てもらいま
す。

活動成果発表会等の後日開催を検討中です。

代替手段等

献血 実施
体温測定・アルコール消毒等、感染防止に
最大限の努力を払い実施します。

健康づくり課

【予定どおり実施するもの・５件】
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【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）


