
村内行事予定表

月 日 曜日 始時間 終時間

7:00 7:30 疫病退散祈願 彌彦神社 村長

9:00 10:00 三役会議 村長室
村長、副村長、教育長、総務部長、総務

課長

10:30 11:30 統計調査員表彰伝達式 村長室 村長、副村長、総務部長、総務課長

11:00 12:30 人事異動会議 燕市役所 教育長

14:30 15:30 燕・弥彦総合事務組合　正副管理者会議

燕・弥彦総合事務

組合　防災セン

ター

村長、総務課長、建設企業課長

14:30 17:00 燕・弥彦定住自立圏会議 燕市役所 総務部長

10:00 11:00 子ども業務検討会 第3会議室 総務部長、福祉課長、健康推進課長

10:00 11:00 自衛隊新潟地方協力本部長来庁 村長室 副村長

11:00 16:00 安全・安心の道づくりを求める全国大会
東京国際フォーラ

ム
村長

13:00 15:30 記憶館事務局長との懇談
にいがた文化の記

憶館
教育長

13:30 14:30 弥彦村シルバー人材センター打合せ
弥彦村シルバー人

材センター
福祉課長

14:00 16:00 県庁人事課訪問 県庁 副村長

9:00 10:30 （中学校）当初予算要求ヒアリング 別館 教育課長

9:30 11:30 除雪会議　区長会 大ホール

村長、副村長、教育長、防災監、総務部

長、総務課長、防災・情報対策課長、建

設企業課長、福祉課長

10:30 12:00 （小学校）当初予算要求ヒアリング 別館 教育課長

11:00 12:00 全国町村会創立100周年記念　全国町村長大会 村長室 村長

12:30 16:00 八十里越道路現地視察 三条市 村長

13:00 15:30 市町村職員防災基本研修会 第4会議室 防災・情報対策課長

13:00 16:00 コロニー白岩の里訪問 コロニー白岩の里 副村長、福祉課長

14:00 16:30 学校保健委員会 弥彦小学校 教育長、教育課長、健康推進課長

11:10 13:00 全国治水砂防促進大会 砂防会館 副村長

14:00 15:00 よしみず病院竣工式 山口県 村長

15:30 17:30 第１回やひこ図書館サポート会議 大ホール 総務課長

9:00 10:00 入札 第３会議室 総務課長

10:00 11:00 県労連打合せ 役場 福祉課長

13:30 16:30 中越事務所授業改善訪問（道徳） 弥彦小 教育長、教育課長

14:00 15:00 西蒲原地区休日夜間急患センター打ち合わせ
巻地域保健福祉セ

ンター
健康推進課長、福祉課長

14:20 15:30 産業廃棄物最終処分場視察 柏崎市 建設企業課長

15:00 17:00 これからの新潟の道づくりを考える意見交換会
ANAクラウンプラ

ザホテル
副村長

広島競輪場他　視察 広島県、岡山県 村長、公営競技事務所長

9:45 11:30 献花祭 彌彦神社 副村長

10:30 12:00
公財西蒲地区交通安全協会　協会創立50周年記

念式典
ホテル富士屋 村長

21 日 10:00 12:00 成人式 弥彦中学校 村長、副村長、教育長、教育課長

9:00 10:00 三役会議 村長室
村長、副村長、教育長、総務部長、総務

課長

10:00 15:00 湯沢学園視察 湯沢町 教育長、総務部長、総務課長、教育課長

11:00 12:30 新嘗祭・初穂講秋季大祭 彌彦神社 副村長

11:00 15:00 関西新潟県人会 大阪府 村長

9:30 12:00 市町村防災担当課長会議 第3会議室 防災・情報対策課長

10:00 12:00 議会運営委員会 委員会室 村長、総務部長、総務課長

13:30 15:00 健康づくり財団ヒアリング 第4会議室 健康推進課長

14:30 15:30
燕・弥彦総合事務組合　全員協議会及び第2回

定例会本会議

燕・弥彦総合事務

組合
村長、総務課長、建設企業課長

16:00 17:00 組合交渉 役場 教育長、教育課長

19:00 20:30 県央地域医療構想調整会議 三条東公民館 健康推進課長

8:30 16:00 菊撤去作業 彌彦神社 観光商工課長

9:00 9:30 例月出納検査 議長室 建設企業課長

9:30 12:00 第4回小中連携英語研修 弥彦中学校 教育長

14:00 16:00 生涯学習課長会議 役場 教育課長

23 火

20 土

月

19 金

出席者
開催日時

イベント・会場等名称 会場
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18 木



15:00 17:30 看護協会県央支部常任委員会 三条東公民館 健康推進課長

16:00 17:00 定期監査講評 委員会室
村長、副村長、教育長、総務部長、全課

長

26 金 10:00 11:00 新型コロナウイルスワクチン予防接種ＰT会議 委員会室

村長、副村長、総務部長、総務課長、防

災・情報対策課長、税務課長、健康推進

課長、福祉課長、住民課長、教育課長、

観光商工課長

9:00 12:00 第5回弥彦村教育ﾌｫｰﾗﾑ 大ホール 教育長、教育課長

13:30 15:30 地域づくり交流会 大ホール 教育長、教育課長

28 日

7:00 7:30 疫病退散祈願 彌彦神社 村長

9:00 10:00 三役会議 村長室
村長、副村長、教育長、総務部長、総務

課長

10:00 11:00 労災病院　遠藤院長との懇談 村長室 村長、健康推進課長

13:00 15:30
エルデネ村・弥彦村・粟島浦村交流オンライン

授業
別館 教育長

14:00 16:00
県汚水処理の事業運営に係る「広域化・共同化

計画」策定検討会
新潟県庁 建設企業課長

10:00 12:00 三條新聞新春インタビュー 村長室 村長

12:30 16:00 ３歳児健診・３歳半４歳児歯科健診 保健センター 健康推進課長

27 土

11

30 火

25 木

29 月


