
月 日 曜日 始時間 終時間

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
教育長、総務課長、教

育課長

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 総務課長

14:00 16:30 第3回弥彦村認知症総合支援検討会 弥彦村役場 福祉保健課長

15:00 15:40 日本写真判定　新年挨拶 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

全日 全日 大宮記念競輪表敬訪問 大宮競輪場 公営競技事務所長

8:30 17:00 外部監査 競輪場 政策統括官

10:00 11:00 建国記念祝賀会　評議委員会 文化会館　小ホール
村長、教育長、総務課

長、教育課長

11:30 13:00
孔鉉佑中華人民共和国駐日特命全権大使特別

講演会
ホテルオークラ新潟 政策統括官

13:30 14:30 枝豆共同選果場建設検討会 JA弥彦支店 農業振興課長

13:30 15:30 新潟春節祭開幕式及び初回公演 新潟市音楽文化会館ホール 政策統括官

15:30 16:00 農林漁業成長産業化支援機構　訪問 東京都 村長、総務課長

17:00 20:00
農林水産業活性化構想研究会　研修会（新年

会）
東京都 村長

13:30 16:30 当初予算ヒアリング 第３会議室 総務課長

13:30 16:30 北陸農政局予算説明会 石川県教育会館 農業振興課長

15:30 19:00 新潟県町村会役員会　新年会 ＡＮＡクラウンプラザホテル 村長

16:00 17:00 教職員組合交渉 役場 教育長、教育課長

16:00 18:00 新年交通安全祈願祭・新年会 彌彦神社・だいろく 政策統括官

18 土 17:00 20:00 燕・弥彦PTA連絡協議会 燕市萬会館 教育長、教育課長

19 日

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

11:30 13:30
ヨネックス（株）　故米山名誉会長お別れの

会
ホテルニューオータニ長岡 村長

15:00 17:00 第２回人事異動会議 県庁 教育長

16:00 17:00 国保　短期証会議 旧収入役室 住民課長

18:30 20:00 ライオンズクラブ新年会 だいろく 村長

9:30 11:00 定例教頭会 役場別館 教育長

10:00 11:30 農業委員会委員等公募説明会 役場 農業振興課長

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

15:30 17:00 保・小連絡会 役場別館 教育長

18:00 20:00 けやきの会新年会 山本館 村長

10:00 11:00 北陸農政局新潟県拠点　新年度予算説明 村長室 村長

13:30 16:45 市町村農業委員会役員等研修会 ユニゾンプラザ 農業振興課長

14:00 15:00 新潟明訓高等学校　評議員会 新潟明訓高等学校 村長

14:00 16:00 徴収機構事前協議 三条地域振興局 税務課長
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16:00 17:00 三土会初詣・夕食会 彌彦神社 村長、教育長

全日 全日 いわき平記念競輪表敬訪問 いわき平競輪場 公営競技事務所長

19:00 21:00 村政懇談会：魵穴 魵穴公会堂 村長

10:00 11:30 防火デー「旧武石家」防火訓練 旧武石家 教育長、教育課長

10:30 15:00
国保連携会議

後期高齢者医療市町村担当課長会議
新潟県自治会館 住民課長

13:30 14:30 弥彦村農業再生協議会検討委員会 大ホール 村長、農業振興課長

15:30 17:00 燕弥彦広域観光連携会議 第４会議室 観光商工課長

16:00 17:00 三土会 彌彦神社 教育課長

16:00 17:00 水稲病害虫請負防除総会 木原鮮魚店 農業振興課長

25 土 11:20 15:00 東京新潟県人会　令和２年新年祝賀会 ホテル椿山荘東京 村長、総務課長

26 日 10:00 12:00 職員採用2次試験 第３会議室
村長、教育長、政策統

括官、総務課長

14:00 17:00 湯かけ祭り会議、観光協会祈願祭 商工会、彌彦神社 観光商工課長

15:30 17:00 観光発展祈願祭 彌彦神社 村長

19:00 20:30 燕三条青年会議所　賀詞交歓会 ワシントンホテル 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 弥彦村陸上競技協会特別表彰 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

15:00 16:30 西蒲地区租税教育推進協議会総会 巻ふれあい福祉センター 税務課長、教育長

18:00 20:00 公明党新潟県本部　賀詞交歓会 ANAクラウンプラザホテル新潟 村長

10:00 11:30 再生協幹事会 役場 農業振興課長

13:30 17:00 令和２年度　道路関係予算概要説明会 ルポール麹町　３Ｆ 村長

13:30 17:00 令和２年新春新潟県観光のつどい 朱鷺メッセ 村長

19:00 21:00 村政懇談会：山崎 山崎集落開発センター 村長

15:00 16:00 第３０回弥彦村農業委員会定例総会 弥彦村役場 農業振興課長

17:30 19:00 農業委員会新年会 大山 村長
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