
月 日 曜日 始時間 終時間

9:30 11:30 桜井の里福祉会創立25周年記念式典・講演会 燕市分水公民館 村長、福祉保健課

10:00 11:00 法規審査会 弥彦村役場 公営競技事務所長

14:00 17:00  企業版ふるさと納税分科会 シティラボ東京 農業振興課長

15:00 20:00 除雪会議・区長会要望会・忘年会 大ホール・木原

村長、教育長、政策統

括官、総務課長、公営

競技事務所、観光商工

課長

18:30 20:00 医師との懇談会 桜家 公営競技事務所長

16 土

8:00 12:00 少年少女バトミントン大会 弥彦中学校体育館 教育長・教育課長

15:00 18:00 「弥彦を描く」公募展搬出 コミュニティセンター 教育課長

16:00 17:00 配食ボランティア 弥彦・麓地区 政策統括官

18 月 13:30 15:30 燕・西蒲地区税務協議会幹事会 巻税務署 税務課長

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 県文化振興課長来庁 村長室 村長、教育長

11:00 12:00 美術館対応作家打合せ 美術館 教育長

13:00 17:00 いのち愛人権展セレモニー 燕市文化会館・燕市中央公民館 教育長、住民課長

13:30 16:40 新潟県農業委員会大会 長岡市立劇場 農業振興課長

15:30 17:00 固定資産評価審査委員会 第３会議室 政策統括官、税務課長

17:00 20:00 懇談会記念パーティ 燕・萬会館 教育長

19:00 21:00 村政懇談会：境江 鴨原公会堂 村長

9:10 11:00 琴平町議会　対応 総務課長

10:00 12:00 菊まつり表彰式 彌彦神社 村長、観光商工課長

10:00 12:00 美術館視察 弥彦の丘美術館 教育長

14:00 16:00 いじめ見逃しゼロスクール集会 弥彦小学校 教育長

16:00 17:30 保育研修 ひかり保育園 教育長

9:30 10:30 小学校予算要望ヒアリング 別館 教育長、教育課長

10:00 11:00 議会運営委員会 委員会室
村長、政策統括官、総

務課長

10:30 11:30 中学校予算要望ヒアリング 別館 教育長、教育課長

13:30 16:00 成年後見制度訪問検討会 弥彦村役場 福祉保健課長

14:30 16:00 公営競技施行状況調査 県庁 公営競技事務所長

15:00 未定 矢川事務調査 村山大橋 建設企業課長

16:00 17:00 義務教育課挨拶 県教育庁 教育長

19:00 21:00 村政懇談会：上泉 上泉公会堂 村長

7:30 19:30 飯豊町　防災協定締結式　避難施設見学 山形県飯豊町 村長、政策統括官

9:00 11:00 第1回人事異動会議 燕市役所 教育長

11:00 12:00 臨時校長会 別館 教育長

23 土 11:00 19:00 関西県人会 太閤閣 村長

24 日 14:00 16:00 J2リーグホーム最終戦招待 デンカビッグスワン 政策統括官

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
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　　令和元 年１１月１４日現在

開催日時
出席者会場イベント・会場等名称



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

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 19:00 外部監査 競輪場 政策統括官

13:30 14:10
防衛白書説明　自衛隊新潟地方協力本部長来

庁
村長室 村長

13:30 16:00 新潟県税務協議会総会 アートホテル新潟 税務課長

16:00 16:30 定期監査　講評 委員会室
村長、教育長、政策統

括官、全課長

8:30 17:00 外部監査 競輪場 政策統括官

9:30 12:30 燕・弥彦総合事務組合定例議会 組合本部 村長、総務課長

13:00 16:00 学校給食調理業務委託プロポーザル 役場 教育長、教育課長

13:10 15:30
国保指導打合せ・後期医療事務実施状況確認

の会
第３会議室 住民課長

15:30 17:30 西蒲原地区金融機関防犯連絡協議会総会 西蒲警察署 総務課長

17:00 20:00 新潟県町村長懇談会 都市センターホテル 村長

10:00 16:00 多面的機能支払に係る検査 弥彦村役場 農業振興課長

12:00 14:00 全国町村長大会 NHKホール 村長

13:00 17:00 第2回ケース会議 別館 教育長

9:30 10:00 退任民生委員　表彰状伝達式 村長室 村長、福祉保健課長

10:30 11:30 西蒲原福祉事務組合定例議会 議場 村長

13:00 15:00 国保制度改善強化全国大会 ニッショーホール（日本消防会館） 住民課長

14:00 15:00 伊彌彦米打ち合わせ ANA東京本社 農業振興課長

14:00 16:00 天皇陛下御即位　新潟県奉祝式典 ANAクラウンプラザホテル新潟 村長

10:00 11:00 第28回弥彦村農業委員会定例総会 弥彦村役場 農業振興課長

10:00 11:30 村老人芸能大会 観山荘
村長、教育長、福祉保

健課長

13:00 17:00 新潟県特別支援教育県央大会 三条市 教育長

14:30 15:00 自衛隊新発田駐屯地　表敬 新発田駐屯地 村長

15:00 17:00 県央農業振興会議幹事会 三条地域振興局 農業振興課長

19:00 21:00 村政懇談会：中山 中山集落開発センター 村長

12:00 15:30 第3回弥彦村教育フォーラム 大ホール 教育長、教育課長

12:30 18:00 国民文化祭閉会式 新潟県民会館　大ホール 村長、政策統括官

15:30 17:30 地域づくり交流会 大ホール 教育長、教育課長
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