
【弥彦村 村内行事予定報 １１月１日号】 

平成 30年 11月 1日現在 

開催日時 

イベント・会議等名称 会場 出席者 
月 日 

曜

日 
時間 

11 １ 木 終 日 町村監査委員全国研修会 メルパルクホール東京 議会事務局長 

   09:30～10:30 弥彦村自治功労者表彰式 役場大ホール 村長、総務課長 

   09:30～11:00 中越社会教育主事来庁 文化会館 教育長、教育課長 

   11:30～19:00 山形県飯豊町役場訪問 山形県飯豊町 村長 

   13:30～17:00 中越教育事務所中学校区来校 弥彦中学校 教育長、教育課長 

 ２ 金 終 日 町村監査委員全国研修会 メルパルクホール東京 議会事務局長 

   11:30～13:00 内閣府地方創生推進事務局参事官来村 役場村長室他 村長、総務課長 

   11:00～13:00 県モンゴル友好協会役員会 ホテル日航新潟 教育長 

   14:00～15:00 就学時検診講演 弥彦小学校 教育長 

 ３ 土     

 ４ 日 13:00～15:00 モンゴルフェア ヤホール 村長、教育長、総務課長 

   15:00～20:00 駐日モンゴル国大使閣下来村御案内 弥彦村内 村長 

 ５ 月 08:00～12:00 菊づくり巡回指導 近隣市町村 観光商工課長 

   09:00～10:00 三役会議 役場村長室 村長、教育長、総務課長 

   10:00～11:30 新嘗祭献穀報告会 役場大ホール 村長、教育長、総務課長他 

   14:00～15:00 平成 31年度予算要求説明会 役場大ホール 村長、総務課長 

   17:00～20:00 新嘗祭献穀記念祝賀会 櫻家 村長、総務課長他 

   18:00～20:00 県モンゴル友好協会大使就任祝賀会 アートホテル新潟 教育長 

 ６ 火 13:00～15:30 土浦市議会行政視察来庁 役場大ホール 村長、教育長他 

   13:30～15:00 湯沢町議会行政視察来庁 役場委員会室 村長、総務課長他 

   13:30～15:00 租税教室講師養成研修会 巻税務署 税務課長 

   18:30～20:00 中小企業経営フォーラム 2018㏌燕 燕三条地場産センター 村長 

 ７ 水 09:00～10:00 燕・弥彦総合事務組合正副管理者会議 組合本部 村長、総務課長他 

   09:00～11:00 定例校長会 役場別館 教育長、教育課長 

   11:00～13:30 県町村会役員会 ホテルイタリア軒 村長 

   13:30～15:00 桜井の里打合せ 役場 福祉保健課長 

   13:30～15:00 定例教育委員会 役場別館 教育長、教育課長 

   13:30～15:30 県町村自治に関する研修会 ホテルイタリア軒 村長、総務課長他 

   15:30～18:00 県町村会と県町村議長会との懇談会 ホテルイタリア軒 村長 

   16:00～17:30 放課後学習 弥彦中学校 教育長 

   19:00～21:00 三師会交流会 燕三条ワシントンホテル 村長 

 ８ 木 09:00～15:15 平成 30年度会計定期監査 役場委員会室 議会事務局長、全課長 

   13:30～14:00 三条法務局支局長来庁 役場村長室 村長、住民課長 

   14:00～16:30 戸籍事務現地指導 役場 住民課長 
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 ９ 金 09:00～15:15 平成 30年度会計定期監査 役場委員会室 議会事務局長、全課長 

   10:30～12:00 国営新川流域農業水利事業完工式 巻文化会館 村長、農業振興課長 

   12:30～17:00 国営新川流域農業水利事業完工祝賀会 岩室温泉ゆもとや 村長、農業振興課長 

   14:00～16:30 新潟大学留学生交流事業 弥彦小学校 教育長 

   14:00～15:00 関川村職員他視察研修来村 弥彦村内 総務課長、観光商工課長 

 10 土 10:00～11:00 子育て講座 弥彦保育園 教育課長 

 11 日 07:30～16:00 少年少女バドミントン大会 弥彦中学校体育館 教育課長 

   11:00～15:00 第 37回東京弥彦村人会定期総会 ホテルジュラク 村長、教育長、総務課長 

   15:00～20:00 弥彦村自衛隊協力会研修視察 都内 村長 

 12 月 09:00～13:00 弥彦村自衛隊協力会研修視察 防衛省 村長 

   13:00～17:00 経済産業省訪問 経済産業省 村長 

   13:30～17:00 燕市弥彦村水道事業連絡調整会議 燕市水道局 建設企業課長 

 13 火 終 日 農業委員会研修旅行 神奈川県方面 農業振興課長 

   09:00～10:00 三役会議 役場村長室 村長、教育長、総務課長 

 14 水 終 日 農業委員会研修旅行 神奈川県方面 農業振興課長 

   15:00～16:00 平成 30年度道路除雪会議 役場大ホール 村長、教育長、総務課長他 

   15:30～17:00 固定資産評価審査委員会研修会 役場 税務課長 

   16:00～17:00 区長会「行政への要望会」 役場大ホール 村長、教育長、総務課長他 

   17:00～20:00 区長会懇親会 木原 村長、教育長、総務課長 

   17:30～20:00 固定資産評価審査委員会意見交換会 さくらの湯 税務課長 

 15 木 09:00～10:00 第１回人事異動会議 燕市役所 教育長 

   08:30～17:00 地方交付税検査 役場会議室 総務課長他 

   10:30～11:30 燕市・弥彦村水道事業統合協議会 燕市役所 村長、総務課長他 

   11:00～15:00 町村議会事務局長会議 自治会館 議会事務局長 

   15:30～16:50 西蒲地区金融機関防犯連絡協議会 西蒲警察署 総務課長 

   16:00～17:00 平成 30年度合同納税表彰式 萬会館燕店 税務課長 

   17:30～19:00 初猟会 矢作集落センター 村長、農業振興課長 

 


