
事　　業　　名 時　　間 場　　所 担当課

つばめ‟食べて”応援キャンペーン 10月1日(木) ～ 11月30日(月)
燕市内全域の農
産物直売所等 農政課

LIVE！KOUBA 燕三条 動画と配信
工場が発信する1カ月

10月1日(木) ～ 10月31日(土)
動画：8:00～

配信：14:00～
オンライン 観光振興課

玉川宣夫 重要無形文化財保持者認定10周
年記念作品展

10月1日(木) ～ 11月15日(日) 9:00～16:30
燕市産業史料館

別館
観光振興課

胃がん検診・大腸がん検診 10月1日(木) ～ 10月17日(土) 7:30～11:00
中央公民館

保健センター
健康づくり課

第3回　キラリ☆創業講座（財務編） 10月3日(土) 9:30～11:30
協栄信用組合本

店
商工振興課

高齢運転者について考える交通安全講演会 10月4日(日) 13:30～15:30
燕市老人集会セ

ンター
生活環境課

第15回燕市民親善グラウンドゴルフ大会 10月6日(火) 9:00～
吉田ふれあい広

場
社会教育課

第2回　マザーズおしごとセミナー
（会社説明会編）

10月7日(水) 10:00～12:00 吉田産業会館 商工振興課

健康診査 10月9日(金) ～ 10月31日(土) 8:30～15:00

中央公民館
燕庁舎

分水公民館
吉田産業会館

健康づくり課

クリーンデー燕 10月10日(土) 市内全域 生活環境課

ふるさと回帰フェア（出展） 10月10日(土) ～ 10月11日(日) オンライン 地域振興課

空き家総合相談会 10月11日(日) 10:00～15:00
吉田産業会館
第1会議室

都市計画課

空き家対策セミナー

「新しい時代
アフターコロナ

 “これから”の空き家対策とは？」

10月11日(日) 13:30～15:00
吉田産業会館
第2会議室

都市計画課

【裏面へつづく】

配信日は産業カレンダーの営業日に限る

１０ 月 の 各 課 行 事 予 定 表

備考

胃がん検診は予約制、大腸がん検診は地区割で実施

主催：新潟県・燕市

主催：協栄信用組合　共催：燕市 ほか

期日

主催：燕市農業まつり推進協議会

オンライン相談にも対応
新潟県宅地建物取引業協会主催「不動産フェア」と同時開催

休館日：月曜日（祝日の場合は開館）、祝日の翌日

完全予約制時間割で実施

主催：認定NPO 法人ふるさと回帰支援センター
時間：10日　13:00～17:00
　　　11日　10:00～17:00

オンラインにも対応したセミナーを実施
新潟県宅地建物取引業協会主催「不動産フェア」と同時開催

燕 市

令和２年９月３０日

燕市報道資料 No.10



事　　業　　名 時　　間 場　　所 担当課

１０ 月 の 各 課 行 事 予 定 表

備考期日

燕 市

令和２年９月３０日

燕市報道資料 No.10

つばめ輝く女性表彰選考委員会 10月12日(月) 14:00～15:30
燕市役所

会議室201
地域振興課

良寛没後190年　良寛墨宝展 10月13日(火) ～ 11月8日(日) 9:00～16:30 分水良寛史料館 社会教育課

シルバーナイトスクール
（交通安全ナイトスクール）

10月14日(水) 18:00～ 燕市役所駐車場 生活環境課

第15回燕市美術展覧会 10月16日(金) ～ 10月19日(月) 9:00～ 吉田産業会館 社会教育課

【図書館事業】
　もとやすけいじ絵本原画展

10月16日(金) ～ 11月1日(日) 燕図書館 社会教育課

【図書館事業】
　ハロウィンパーティー

10月17日(土) 11:00～11:30 吉田公民館 社会教育課

秋季7人制ソフトバレーボール大会
（燕地区）

10月18日(日) 9:00～
燕市体育セン

ター
社会教育課

第4回子ども広報編集会議 10月21日(水) 18:30～20:15
燕市役所

つばめホール
地域振興課

オンライン見本市
「燕三条ものづくりメッセ2020」

10月22日(木) ～ 10月23日(金) オンライン 商工振興課

庁舎避難訓練 10月22日(木) 13:15～13:45 燕市役所 用地管財課

燕市DAY 10月24日(土) 16:00～ 明治神宮野球場 地域振興課

第4回　キラリ☆創業講座（経営編） 10月24日(土) 9:30～11:30
協栄信用組合本

店
商工振興課

乳がん検診 10月24日(土) 9:00～15:00 保健センター 健康づくり課

時間：平日　　10:00～19:00
　　　土日祝　10:00～16:00

11月7日 13:30～　特別展記念講演会（分水福祉会館）

予約制で実施

主催：協栄信用組合　共催：燕市 ほか

雨天の場合：市役所つばめホール

東京での新型コロナウイルス感染症の拡大状況により実施規模
の縮小や神宮球場の動員人数の規模に応じてイベント内容を変
更する場合があります。
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【図書館事業】
　英語で楽しむおはなし会

10月24日(土) 10:30～11:00 分水公民館 社会教育課

吉田地区文化展 10月24日(土) ～ 10月25日(日) 吉田産業会館 社会教育課

秋季7人制ソフトバレーボール大会
（分水地区）

10月25日(日) 9:00～ 分水総合体育館 社会教育課

令和2年度第1回 IoT活用事例セミナー 10月27日(火) 15:00～16:30
燕市役所

つばめホール
商工振興課

第5回子ども広報編集会議 10月28日(水) 18:30～20:15
燕市役所

つばめホール
地域振興課

定例会見 10月29日(木) 10:00～
燕市役所

会議室101・
102・103

企画財政課

燕三条系さとちん電波 公開生放送 10月29日(木) 9:00～11:00 燕市産業史料館 地域振興課

高齢者交通安全体験講座 10月29日(木) 14:00～
燕市役所

つばめホール
生活環境課

中央公民館文化祭 10月31日(土) ～ 11月1日(日) 中央公民館 社会教育課

分水地区秋の市民文化祭 10月31日(土) ～ 11月1日(日) 分水公民館 社会教育課

【裏面　各課問い合わせ先一覧】

時間：31日　9:00～17:00
　　　  1日　9:00～16:00

時間：24日　9:00～17:00
　　　25日　9:00～15:00

時間：31日　9:00～17:00
　　　  1日　9:00～16:00

【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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