
月 日 曜日 始時間 終時間

1 水 16:00 17:00 配食サービス 村内 村長

2 木

3 金

4 土

5 日 16:00 17:30 配食サービス 桜井の里 政策統括官

8:30 8:40 仕事始式・村長年頭訓示 大ホール
村長、教育長、政策統

括官、全課長

8:40 10:00 彌彦神社新年参拝 彌彦神社
村長、教育長、政策統

括官、全課長

10:00 11:00 三役課長会議 第４会議室
村長、教育長、政策統

括官、全課長

13:00 13:10 やひこの里　新年年頭訓示 やひこの里 村長

13:30 13:40 桜井の里福祉会　新年挨拶 村長室 村長

9:00 10:00 三役会議 村長室
村長、教育長、政策統

括官、総務課長

10:00 10:30 本間先生来庁 村長室 村長

10:00 12:00 当初予算ヒアリング 第3会議室
総務課長、公営競技事

務所長

13:30 14:00 ＪＡ越後中央　新年挨拶 ＪＡ越後中央 村長

13:30 15:00 共同選果場建設検討会 JA越後中央弥彦支店 農業振興課長

13:30 15:00 当初予算ヒアリング 第3会議室 総務課長

14:00 15:00 競輪場施設整備改修工事定例会議 弥彦競輪場 公営競技事務所長

9:30 9:40 信濃川下流河川事務所　新年挨拶 村長室 村長

13:00 15:00 日取り調整会議 全輪協 公営競技事務所長

13:30 14:00 三条地域振興局　新年挨拶 三条地域振興局 村長

13:30 16:30 当初予算ヒアリング 第3会議室 総務課長、住民課長

9:50 10:10 蒲原ガス　新年挨拶 村長室 村長

10:20 10:30 新潟大学高橋学長退任挨拶 村長室 村長

11:00 11:20 女性消防団　班旗披露 村長室 村長

13:30 14:00 西蒲警察　新年挨拶 西蒲原警察署 村長

13:30 16:30 当初予算ヒアリング 第3会議室
総務課長、農業振興課

長

16:00 17:30 定例教育委員会 役場別館 教育長、教育課長

9:00 12:00 当初予算ヒアリング 第3会議室
総務課長、福祉保健課

長

9:30 11:30 定例校長会 役場別館 教育長、教育課長

10:00 12:00 妊産婦医療費助成制度説明 支払基金、国保連合会 住民課長

13:00 17:00
新潟県行政書士会　令和２年新春講演会・賀

詞交歓会
ホテル日航新潟 村長

13:00 15:00 ナイター競輪施行者連絡協議会 品川シーズンテラス 公営競技事務所長

13:20 14:00 労務管理研究会並びに新年安全衛生祈願祭 みのや 政策統括官

13:30 15:00 予算ヒアリング 第3会議室 総務課長

15:00 15:40 センサス調査員説明会 大ホール 総務課長

15:00 17:00 ミッドナイト競輪施行者連絡協議会 品川シーズンテラス 公営競技事務所長
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開催日時
出席者会場イベント・会場等名称

月6

火7

8 水

木9

金10



月 日 曜日 始時間 終時間

開催日時
出席者会場イベント・会場等名称

11 土 11:00 14:00
第74回茨城国体自転車競技会総合成績入賞祝

賀会・懇親会
文化会館・大山

村長、教育長、公営競

技事務所長、教育課長

9:00 12:00 弥彦村消防出初式 農村環境改善センター・彌彦神社
村長、教育長、政策統

括官、総務課長

18:30 20:00 三條新聞社新年会 ジオワールドビップ 村長

13 月

8:40 10:00 小林出雲崎町長　出陣式 出雲崎町　漁村センター 村長

9:00 12:00 当初予算ヒアリング 第3会議室 総務課長

13:00 17:00 外部監査 競輪場 政策統括官

13:30 14:30 三役会議 村長室
村長、教育長、政策統

括官、総務課長

14:00 15:00 競輪場施設整備改修工事定例会議 弥彦競輪場 公営競技事務所長

14:30 15:30 放課後児童クラブキッズ主任会議 役場別館 教育長、教育課長

16:00 17:30 園長会 役場別館 教育長、教育課長

8:30 17:00 外部監査 競輪場 政策統括官

9:00 12:00 当初予算ヒアリング 第3会議室 総務課長

10:00 12:00 会計年度任用職員従事員向け説明会 弥彦競輪場 公営競技事務所長

11:00 11:20 新潟国道事務所　新年挨拶 新潟国道事務所 村長

13:30 16:30 当初予算ヒアリング 第3会議室 教育長、総務課長

15:00 15:40 日本写真判定　年始挨拶 村長室 村長

16:00 17:00 燕・西蒲地区税務協議会幹事会 巻税務署 税務課長

19:00 21:00 村政懇談会：大戸 大戸集落開発センター 村長
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日12

水15

火14


