
部会名 項目 団体名 区分
専修学校各種学校協会 新潟県専修学校各種学校協会 独自

新潟市統計調査員会

新津市登録調査員協議会

豊栄市統計調査員協議会

にいがた女性会議 にいがた女性会議 独自

女性緊急一時保護団体 特定非営利活動法人　女のスペース・にいがた 独自

㈶新潟市国際交流協会

白根国際交流協会

よこごし国際交流協会

中之口村日中友好協会

亀田国際交流協会 経過

㈶新潟市芸術文化振興財団

㈶新津市文化振興財団

音楽芸能団体 ㈶新潟市音楽芸能協会 独自

新潟市美術協会

新津市美術協会

白根市美術協会

新潟市伝承芸能保存会

小須戸町喧嘩太鼓保存会

神楽保存連絡協議会

代官太鼓鼓調

西白根神楽舞保存会

味方村穀倉太鼓保存会

角兵衛獅子保存会

月潟小唄の会

月潟太鼓の会

鈴踊り保存会

やんぐら太鼓打ち手会

和納無形文化財保存会

すげ笠保存会

新潟市土地開発公社

新津地域土地開発公社

白根地域土地開発公社

開発公社 ㈶新潟市開発公社 独自

新潟地区農業所得協議会

二市二町農業所得協議会

新発田地区農業所得協議会

西蒲原地区農業所得調査会

新潟地区たばこ税協議会

新津市たばこ税増収対策協議会

新発田たばこ販売協同組合

小須戸町たばこ販売組合

横越たばこ販売組合

吉田たばこ販売協同組合

西川町たばこ販売組合

中之口たばこ販売促進協議会

新津税務署管内納税貯蓄連合会

新発田地区納税貯蓄組合連合会

燕西蒲地区納税貯蓄組合連合会

新潟市自治連合会

新津市区長会

白根市自治会長連絡協議会

豊栄市自治会長連合会

亀田町区長連合会

岩室村全村区長会

西川区長会

味方村嘱託員会議

潟東村総代会

月潟村区長会

中之口村区長・総代会

独自

独自

独自

経過

独自

独自

独自

経過

統一

独自

独自

文化振興財団

登録調査員団体

農業所得協議会

美術協会

土地開発公社

文化事業団体

納税貯蓄組合連合会

公共的団体等移行方法の調整方針区分一覧表

総務部会
(4項目)

伝承芸能・郷土芸能団体

国際文化部会
（6項目）

国際交流協会

財政部会
（5項目）

自治連合会等

たばこ税協議会

市民生活部会
（8項目）
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部会名 項目 団体名 区分

公共的団体等移行方法の調整方針区分一覧表

日本赤十字社新潟市地区

日本赤十字社新津市地区

日本赤十字社白根市地区

日本赤十字社豊栄市地区

日本赤十字社中蒲原地区小須戸分区

日本赤十字社中蒲原地区横越町分区

日本赤十字社中蒲原地区亀田町分区

日本赤十字社西蒲原地区岩室分区

日本赤十字社西蒲原地区西川町分区

日本赤十字社西蒲原地区味方分区

日本赤十字社西蒲原地区潟東村分区

日本赤十字社西蒲原地区月潟村分区

日本赤十字社西蒲原地区中之口分会

新潟中央防犯協会連合会

新潟東防犯協会連合会

新潟西防犯協会連合会

新津地区防犯連合会

白根地区防犯連合会

豊栄警察署管内防犯連合会

新潟南地区防犯組合連合会

巻地区連合防犯協会

あしたの新潟県を創る運動協会（新潟市）

あしたの新潟県を創る運動協会（新津市）

あしたの新潟県を創る運動協会（豊栄市）

あしたの新潟県を創る運動協会（小須戸町）

あしたの新潟県を創る運動協会（横越町）

あしたの新潟県を創る運動協会（亀田町）

あしたの新潟県を創る運動協会（岩室村）

あしたの新潟県を創る運動協会（西川町）

あしたの新潟県を創る運動協会（味方村）

あしたの新潟県を創る運動協会（潟東村）

あしたの新潟県を創る運動協会（月潟村）

あしたの新潟県を創る運動協会（中之口村）

亀田町防犯協会

岩室村防犯組合

西川町防犯組合

味方村防犯組合

潟東村地域安全対策協議会

中之口村防犯組合

新潟東港地域安全対策連絡会議 新潟東港地域安全対策連絡会議 独自

生活協同組合連合会 新潟県生活協同組合連合会 独自

新潟市消費者協会

新津市消費者協会

新潟県消費者協会白根支部

豊栄市消費者協会

社会を明るくする運動新潟市実施委員会

社会を明るくする運動新津市実施委員会

社会を明るくする運動白根市実施委員会

社会を明るくする運動実施委員会（豊栄市）

社会を明るくする運動小須戸町実施委員会

社会を明るくする運動岩室村実施委員会

西川町社会を明るくする運動実施委員会

味方村社会を明るくする運動実施委員会

潟東村社会を明るくする運動実施委員会

社会を明るくする運動月潟村実施委員会

社会を明るくする運動中之口村実施委員会

経過

経過

統一

統一

経過

統一

日本赤十字社

防犯連合会

防犯組合

あしたの新潟県を創る運動協会

社会を明るくする運動実施委員会関
係団体

消費者協会

〔市民生活部会〕

保健福祉部会
（55項目）
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部会名 項目 団体名 区分

公共的団体等移行方法の調整方針区分一覧表

㈳新潟市社会福祉協議会

㈳新津市社会福祉協議会

㈳白根市社会福祉協議会

㈳豊栄市社会福祉協議会

㈳小須戸町社会福祉協議会

㈳横越町社会福祉協議会

㈳亀田町社会福祉協議会

㈳岩室村社会福祉協議会

㈳西川町社会福祉協議会

㈳味方村社会福祉協議会

㈳潟東村社会福祉協議会

㈳月潟村社会福祉協議会

㈳中之口村社会福祉協議会

福祉公社 ㈶新潟市福祉公社 廃止

いのちの電話 社会福祉法人　新潟いのちの電話 独自

保護会 更正保護法人　新潟県保護会 独自

新潟地区保護司会

白根地区保護司会

新発田豊栄北蒲原地区保護司会

西蒲原地区保護司会

法律扶助協会 ㈶法律扶助協会新潟県新潟市支部 独自

社会事業協会 社会福祉法人　新潟市社会事業協会 独自

新潟市健康福祉まつり実行委員会

しろね健康福祉フェア

市民健康まつり実行委員会（豊栄市）

西川町町民福祉大会実行委員会

新潟地区更正保護女性会

更生保護婦人会（白根市）

更生保護女性会（豊栄市）

岩室村更生保護婦人会

西川町更生保護婦人会

味方村更生保護婦人会

潟東村更生保護婦人会

月潟村更生保護婦人会

中之口村更生保護婦人会

保護観察協会 更正保護法人　新潟県保護観察協会 独自

保護司会新津分区会

豊栄分区保護司会

保護司会新津分区会小須戸班

中蒲原地区保護司会・亀田横越分区

横越町保護司会

岩室村保護司会

西川町保護司連絡協議会
西蒲原地区保護司会東分区（味方村保護司会）

西蒲原地区保護司会東分区潟東協議会

西蒲原地区保護司会東分区月潟村保護司会
西蒲原地区保護司会東分区中之口村保護司会

新潟市母子福祉連合会

豊栄市母子福祉会

小須戸町パンダ会

横越町母子寡婦福祉協議会（雪つばきの会）

亀田町母子寡婦福祉会

岩室村つくしの会

西川町母子寡婦福祉会

味方村母子福祉協議会

月潟村母子福祉協議会

私立保育園協会 ㈳新潟市私立保育園協会 独自

保育連盟 新潟県保育連盟 独自

経過

経過

統一

統一

経過

経過

経過

母子福祉連合会

社会福祉協議会

保護司会

健康福祉まつり実行委員会

保護司会（分区）

更正保護婦人会

保護司会（市町村）

〔保健福祉部会〕
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部会名 項目 団体名 区分

公共的団体等移行方法の調整方針区分一覧表

新潟市保育会

新津市保育研究会

白根市保育所自主研究会

岩室保育士会

西蒲・燕地区保育事業研究会 独自
身体障害者福祉協会連合会 新潟市身体障害者福祉協会連合会 独自

黒埼地区身体障害者福祉協会

新津市身体障害者福祉協会

白根市身体障害者福祉協会

豊栄市身体障害者協会

小須戸町身体障害者福祉協議会

横越町身体障害者福祉協議会

亀田町身体障害者福祉協議会

岩室村身体障害者福祉会

西川町身体障害者福祉会

味方村身体障害者福祉協議会

潟東村身体障害者福祉協会

月潟村身体障害者福祉協議会

中之口村身体障害者福祉協会

新潟市肢体不自由児者父母の会

新津市身体障害者父母の会

白根市肢体不自由児者父母の会

新潟市手話サークル連絡協議会

新津手話サークルみずわ

小須戸手話サークル「ＷＩＴＨ」

手話サークル「梨（あり）の実」（横越町）

亀田町手話サークルたつのこ

新潟市手をつなぐ育成会

新津市手をつなぐ育成会

白根市手をつなぐ育成会

歩みの会（豊栄市）

小須戸町手をつなぐ育成会

ひまわりの会（横越町）

亀田町手をつなぐ育成会

岩室村手をつなぐ親の会

西川町手をつなぐ育成会

味方村手をつなぐ育成会（むつみ会）

潟東村手をつなぐ親の会

月潟村ありの実会

障害者育成会 豊栄市障害者育成会 独自

音声訳「さやの会」（新津市）

「水声会」（横越町）

「向陽会」（亀田町）

潟東村音訳の会「さくら」

ひまわり号を走らせる会 ひまわり号を走らせる会（新津市） 独自

新潟市連合遺族会

黒埼地区遺族会

新津市連合遺族会

白根市連合遺族会

豊栄市連合遺族会

小須戸町遺族会

横越町連合遺族会

亀田町遺族会

岩室村遺族会

西川町遺族会

味方村連合遺族会

潟東村遺族会

月潟村遺族会

中之口村連合遺族会

経過

独自

経過

経過

統一

経過

身体障害者福祉協会

保育会

肢体不自由児者父母の会

手話サークル連絡協議会

手をつなぐ育成会

音声の会

遺族会

独自

〔保健福祉部会〕
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部会名 項目 団体名 区分

公共的団体等移行方法の調整方針区分一覧表

軍恩連盟新潟市連合支部

軍恩連盟新津市連合支部

軍恩連盟白根市連合支部

軍恩連盟豊栄市連合支部

軍恩連盟横越支部

軍恩連盟西蒲原郡連合支部岩室支部

軍恩連盟味方支部

軍恩連盟西蒲原郡連合支部（月潟村軍人恩給連盟）

軍恩連盟中之口支部

新潟県傷痍軍人会新潟支部

新潟県傷痍軍人会新津支部

新潟県傷痍軍人会白根支部

豊栄市傷痍軍人会

新潟県傷痍軍人会横越町分会

新潟県傷痍軍人会中蒲北支部（亀田町傷痍軍人会）

西川町傷痍軍人会

西川町傷痍軍人妻の会

味方村傷痍軍人会

軍人軍属恩欠者連盟新潟支部

軍人軍属恩欠者連盟豊栄支部

有明センター 社会福祉法人　新潟市有明福祉事業協会 独自

㈳新潟市シルバー人材センター

㈳新津市シルバー人材センター

㈳白根地域シルバー人材センター

㈳豊栄市シルバー人材センター

㈳横越町シルバー人材センター

㈳亀田町シルバー人材センター

新潟市老人クラブ連合会

新津市老人クラブ連合会

白根市老人クラブ連合会

豊栄市老人クラブ連合会

小須戸町老人クラブ連合会

横越町老人クラブ連合会

亀田町高齢者クラブ連合会

岩室村老人クラブ連合会

西川町老人クラブ連合会

味方村老人クラブ連合会

潟東村老人クラブ連合会

月潟村老人クラブ連合会

中之口村老人クラブ連合会

准看護学校 信愛准看護学校 独自

新潟白菊会 新潟白菊会 独自

にいがた・骨髄バンクを育てる会新潟市部

にいがた・骨髄バンクを育てる会黒埼支部

にいがた・骨髄バンクを育てる会

㈳新潟市医師会

㈳三市中蒲東蒲医師会（新津班）

㈳三市中蒲東蒲医師会（白根班）

㈳三市中蒲東蒲医師会（小須戸班）

㈳三市中蒲東蒲医師会（横越班）

㈳三市中蒲東蒲医師会（亀田班）

㈳新発田市・豊栄市北蒲原郡医師会(豊栄支部)

㈳西蒲原郡医師会（岩室・弥彦班）

㈳西蒲原郡医師会（西川班）

㈳西蒲原郡医師会（中之口班）

献血事業推進協議会 新津市献血事業推進協議会 独自

統一

軍恩連盟

傷痍軍人会

軍人軍属恩欠者団体

医師会

シルバー人材センター

骨髄バンクを育てる会

老人クラブ連合会

独自

独自

独自

独自

統一

経過

〔保健福祉部会〕
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部会名 項目 団体名 区分

公共的団体等移行方法の調整方針区分一覧表

㈳新潟市薬剤師会

新津市薬剤師会

白根・小須戸地区薬剤師会

㈳下越薬剤師会

㈳西蒲原郡薬剤師会

薬物乱用対策協議会 新津市薬物乱用対策協議会 独自

新潟市食品衛生協会

新津地区食品衛生協会新津分会

新津地区食品衛生協会白根分会

新津地区食品衛生協会小須戸分会

新津地区食品衛生協会横越分会

新津地区食品衛生協会亀田分会

新発田地区食品衛生協会豊栄支部

燕・西蒲原食品衛生協会岩室分会

燕・西蒲原食品衛生協会西川分会

燕・西蒲原食品衛生協会味方分会

燕・西蒲原食品衛生協会潟東分会

燕・西蒲原食品衛生協会月潟分会

燕・西蒲原食品衛生協会中之口分会

新潟市食品衛生指導員協議会

新発田地区食品衛生協会新発田食品衛生指導員協議会

岩室村食品衛生指導員協議会

中之口村食品衛生指導員協議会

新潟市動物愛護協会

新潟県動物愛護協会新津支部

新潟県動物愛護協会巻支部

新潟市住みよい郷土推進協議会

新津市環境美化推進協議会

白根市環境衛生協会

豊栄市住みよい郷土建設協会

小須戸町公衆衛生協会

横越町環境衛生協議会

亀田町公衆衛生協会

㈳新潟市歯科医師会

㈳三市中東蒲原郡歯科医師会新津班

㈳三市中東蒲原郡歯科医師会白根班

㈳三市中東蒲原郡歯科医師会小須戸班

㈳三市中東蒲原郡歯科医師会亀田横越班

㈳北蒲原郡豊栄市歯科医師会豊栄班

㈳西蒲原歯科医師会吉田班

㈳西蒲原歯科医師会巻班

日本リウマチ友の会新潟支部

新津リウマチあゆみの会

新潟県原爆被害者の会 新潟県原爆被害者の会新潟市支部 独自

スモン友の会 新潟市スモン友の会 独自

新潟市精神障害者地域家族会

新津市精神障害者家族会（新津あすなろ会）

白根市精神障害者家族会（あけぼの会）

豊栄市精神障害者家族会（豊栄市ひしも会）

小須戸町精神障害者家族会（心の友の会）

横越町精神障害者家族会（よこごしいなほ会）

亀田町精神障害者家族会（亀田町竹の子会）

すぎな会

西川町精神障害者家族会

味方村精神障害者家族会（むつみ会）

潟東村精神障害者家族会（もくせい会）

月潟村ありの実会
中之口村精神障害者家族会（中之口村心の友の会）

経過

独自

独自

独自

公衆衛生協会

食品衛生協会

食品衛生指導員協議会

動物愛護協会

リウマチ友の会

歯科医師会

精神障害者地域家族会

薬剤師会

独自

統一

統一

独自

〔保健福祉部会〕
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部会名 項目 団体名 区分

公共的団体等移行方法の調整方針区分一覧表

新潟市地区断酒友の会連合会

新津地区断酒会

新津地区断酒友の会

新潟あやめ断酒友の会（豊栄支部）

亀田地区断酒友の会

新潟市精神障害者団体連合会

希望（のぞみ）の家

三市北蒲原郡精神障害者家族連絡協議会

新潟県精神保健福祉協会新潟市支部

新潟県精神保健福祉協会蒲原支部

新潟県精神保健福祉協会県北支部

運動普及推進友の会 運動普及推進友の会 独自

新潟県栄養士会新潟市支部

新潟県栄養士会新津支部

新潟県栄養士会新発田支部

新潟県栄養士会巻支部

新潟市食生活改善推進委員協議会

新津市食生活改善推進員協議会

白根市連合保健会食生活改善専門部会

豊栄市食生活改善推進協議会

小須戸町食生活改善推進委員協議会

横越町健康づくり推進協議会

亀田町食生活改善推進委員連絡協議会

岩室村食生活改善推進委員協議会

西川町食生活改善推進委員協議会

味方村食生活改善推進協議会

潟東村食生活改善推進委員協議会

月潟村食生活改善推進委員

中之口村食生活改善推進委員協議会

新潟県調理師会新潟市支部

新潟県調理師会新津支部新津分会

新潟県調理師会新津支部亀田分会

新潟県調理師会巻支部岩室分会

新潟県調理師会巻支部西川分会

新潟県調理師会巻支部中之口沿線分会

浄化槽協会 新潟市浄化槽協会 独自

手づくりせっけん普及会 手づくりせっけん普及会 独自

新事業創造支援事業 ㈶新潟ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 独自

新潟商工会議所

新津商工会議所

亀田商工会議所

新潟西商工会

酒屋町商工会

赤塚商工会

黒埼商工会

共同組合北新潟商工振興会

曽野木商工会

大江山商工会

白根商工会

豊栄市商工会

小須戸町商工会

横越町商工会

岩室村商工会

西川町商工会

味方村商工会

潟東村商工会

月潟村商工会

中之口商工会

商工労働部会
（39項目）

独自

独自

独自

独自

経過

経過

商工会

商工会議所

環境部会
（2項目）

断酒友の会

調理師会

栄養士会

精神障害者団体連合会

新潟県精神保健福祉協会

食生活改善推進委員協議会

経過

統一

〔保健福祉部会〕
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部会名 項目 団体名 区分

公共的団体等移行方法の調整方針区分一覧表

新潟市商店街連盟

新津市商店街組合連合会

産業振興協議会（小須戸町）

横越中央商店街

亀田町商業協同組合

新潟市青色申告会

味方村青色申告会

管理市場連合会 新潟市管理市場連合会 独自

新潟市建築組合連合会

白根市建築組合

月潟村建築組合

仏壇協同組合連合会 越後仏壇協同組合連合会 独自

漆器同業組合 新潟市漆器同業組合 独自

新潟市仏壇業協同組合

白根市仏壇協同組合

豊栄市仏壇業協同組合

ソフトウェア産業協議会 新潟市ソフトウェア産業協議会 独自

新潟市鉄工組合連合会

亀田地区鉄工協同組合

金属工業組合 中之口村金属工業組合 独自

㈶佐々木環境技術振興財団 ㈶佐々木環境技術振興財団 独自

勤労者福祉振興協会 ㈶新潟勤労者福祉振興協会 独自

㈶新潟市勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

西川町勤労者協議会

職業訓練法人　新潟市職業訓練協会

職業訓練法人　西蒲原職業訓練協会

連合新潟地域協議会

連合下越南地域協議会白根支部

連合下越北地域協議会豊栄支部

連合下越南地域協議会亀田・横越支部

労働組合総連合 新潟地区労働組合総連合 独自

新潟市雇用促進協議会

新津市雇用対策連絡協議会

新発田地域雇用協議会

港湾労働者福祉センター ㈶日本海港湾福利厚生協会新潟港事業所 独自

白根市経営振興協議会

白根市製菓組合

亀田繊維工業協同組合

月潟村鎌組合

㈶新潟観光コンベンション協会

新津観光協会

白根市観光協会

観光協会とよさか２１

小須戸町観光協会

横越町観光協会

味方村観光協会

岩室村観光協会

新潟まつり実行委員会

黒埼まつり実行委員会

大凧合戦お祭り広場実行委員会

新飯田観光祭お祭り広場実行委員会

葛塚まつり連絡協議会

小須戸まつり協賛会

かめだ祭り実行委員会

西川まつり実行委員会

がっと！にしかわ実行委員会

中之口まつり協賛会

新潟市民謡連盟

黒埼地区民謡連盟

〔商工労働部会〕

独自

独自

独自

独自

経過

独自

独自

独自

連合地域協議会

鉄工組合連合会

勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

雇用促進協議会

その他商工関係団体

仏壇業協同組合

観光・コンベンション等支援関係団体

まつり開催実行委員会

民謡連盟

職業訓練協会

建築組合連合会

青色申告会

商店街連盟

独自

独自

独自

独自

独自
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部会名 項目 団体名 区分

公共的団体等移行方法の調整方針区分一覧表

新潟万代太鼓振興会

黒埼太鼓振興会

日本海夕日キャンペーン実行委員会 日本海夕日キャンペーン実行委員会 独自

食の陣実行委員会 食の陣実行委員会 独自

新潟駅南まつり協賛会 新潟駅南まつり協賛会 独自

新潟菊まつり協賛会

新津菊まつり協賛会

白根市菊花同好会

ＮＩＩＧＡＴＡ光のページェント実行委員
会

ＮＩＩＧＡＴＡ光のページェント実行委員会 独自

新潟総踊り祭実行委員会 新潟総踊り祭実行委員会 独自

弥彦地区観光連盟 弥彦地区観光連盟 独自

新津ホタルの会

味方村ほたる愛好会

潟東村ほたるの会

独立行政法人　国際観光振興会 独立行政法人　国際観光振興会 独自
新潟県国際観光テーマ地区推進協議会 新潟県国際観光テーマ地区推進協議会 独自

磐越西線ＳＬ定期運行推進協議会 磐越西線ＳＬ定期運行推進協議会 独自

阿賀野川ライン観光協会 阿賀野川ライン観光協会 独自

横越町観光特産品販売組合 横越町観光特産品販売組合 独自

新潟市農業協同組合

新潟西農業協同組合

越後中央農業協同組合

新津さつき農業協同組合

白根市農業協同組合

豊栄市農業協同組合

亀田郷みなみ農業協同組合

西川農業協同組合

新潟市農村活性化協議会

白根市認定農業者会議

豊栄市認定農業者連絡会

小須戸町認定農業者会議

岩室村認定農業者会

西川町認定農業者会

味方村認定農業者協議会

潟東村認定農業者会

潟東村農業士会

月潟村認定農業者協議会

中之口村認定農業者協議会

新潟中央農業共済組合（新潟農業共済ｾﾝﾀｰ）

新潟中央農業共済組合（中蒲原農業共済ｾﾝﾀｰ）

新潟中央農業共済組合（西蒲原農業共済ｾﾝﾀｰ）

下越農業共済組合（阿賀北NOSAIｾﾝﾀｰ）

〔商工労働部会〕

農林水産部会
（11項目）

独自

経過

独自

独自

独自

菊まつり協賛会

太鼓振興会

認定農業者等連絡協議会

ほたるの会

農業協同組合

農業共済組合

独自
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部会名 項目 団体名 区分

公共的団体等移行方法の調整方針区分一覧表

新潟市花卉園芸協会

新潟市球根組合協議会

新潟市果樹協会

新潟市ハウス園芸協会

豊栄市花卉園芸組合

豊栄市花卉球根組合

豊栄市果樹振興組合

豊栄市ハウス園芸協会

木崎タバコ耕作組合

猟友会

小須戸町生産組織連絡協議会

小須戸町花木振興協議会

横越町酪農組合

横越町養豚組合

家畜改良協会

横越町果樹振興協会

農業経営者会議（横越町）

農産加工研究会（横越町）

明日の亀田郷の農地を守る連絡協議会

果樹生産組合（亀田町）

野菜生産組合（亀田町）

梅実組合（亀田町）

皐月組合（亀田町）

岩室村農作物病害虫防除協議会

西川町病害虫防除協議会

西川町学校給食共同調理場運営委員会

園芸振興協議会（西川町）

育苗グリーン会（西川町）

西川町農業生産組織連絡協議会

西川町種子更新協議会

西川町酪農組合

西川町肥育牛振興協議会

アグリネットワーク西川

西川町農業青色申告会

JA農産加工部会（西川町）

青年農業者会議（味方村）

生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（味方村）

生活改善ｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡協議会（味方村）

潟東村園芸組合

潟東村採種組合

地区受託組合（潟東村）

地区大豆組合（潟東村）

青色申告会（潟東村）

潟東村酪農組合

月潟村ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ連絡会

新潟市水田農業確立推進協議会

新津市生産調整推進協議会

白根市水田農業推進協議会

豊栄市水田農業確立推進協議会

小須戸町水田農業確立推進協議会

横越町水田農業経営確立対策推進協議会

亀田町水田農業確立推進協議会

岩室村水田農業確立推進協議会

西川町水田農業経営確立対策推進協議会

味方村水田農業推進協議会

潟東村水田農業確立推進協議会

月潟村地域水田農業推進協議会

中之口村地域水田農業推進協議会

土地基盤整備促進協議会 新潟市土地基盤整備促進協議会 独自

経過

経過

その他の団体〔農林水産部会〕

水田農業推進協議会
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部会名 項目 団体名 区分

公共的団体等移行方法の調整方針区分一覧表

亀田郷土地改良区

西蒲原土地改良区

木崎濁川土地改良区

新津郷土地改良区

新津東土地改良区

白根郷土地改良区

豊栄土地改良区

葛塚土地改良区

福島潟土地改良区

阿賀野川土地改良区

本田土地改良区

豊浦郷土地改良区

佐々木土地改良区

農業農村基盤整備推進協議会 中之口村農業農村基盤整備事業推進協議会 独自

治山協会 新潟市治山協会 独自

新潟漁業協同組合

五十嵐浜漁業協同組合

松浜漁業協同組合

南浜漁業協同組合

赤塚漁業協同組合

鳥屋野潟漁業協同組合

信濃川漁業協同組合

新潟市大形地区漁業協同組合

松浜内水面漁業協同組合

濁川漁業協同組合

福島潟新井郷川漁業協同組合

阿賀野川漁業協同組合

西蒲漁業協同組合

林業組合 岩室村林業組合 独自

新潟市交通安全母の会連合会

新津市交通安全母の会

白根市交通安全母の会

豊栄市交通安全母の会

㈶新津地区交通安全協会小須戸支部（婦人部）

横越町交通安全母の会

亀田町交通安全母の会

味方村交通安全母の会

潟東村交通安全母の会

月潟村交通安全母の会

中之口村交通安全母の会

㈶新潟南地区交通安全協会

豊栄地区交通安全協会

新潟中央交通安全協会

㈶東新潟交通安全協会

新潟西交通安全協会

㈶新津地区交通安全協会

白根地区交通安全協会

㈶豊栄地区交通安全協会

㈶巻地区交通安全協会

校区交通安全推進協議会 校区交通安全推進協議会 独自

新潟市交通対策協議会

新津市交通安全対策連絡協議会

白根市交通対策協議会

豊栄市交通安全対策協議会

小須戸町交通対策協議会

岩室村交通安全対策協議会

味方村交通安全対策協議会

潟東村交通対策協議会

月潟村交通安全対策協議会

中之口村交通安全対策協議会

土木部会
（5項目）

独自

交通安全母の会

土地改良区

交通安全協会

交通対策協議会

漁業協同組合

〔農林水産部会〕

独自

独自

独自

統一
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部会名 項目 団体名 区分

公共的団体等移行方法の調整方針区分一覧表

〔土木部会〕 都市緑化推進団体 ㈶新潟市都市緑化推進協会 独自

新潟市農政対策協議会

新津市農政対策協議会

白根市農政対策協議会

小須戸町農政対策協議会

横越町農政対策協議会

亀田町農政対策協議会

潟東村農政対策協議会

月潟村農政対策協議会

中之口村農政対策協議会

新潟市農業者年金受給者友の会

新津市農業者年金受給者連盟

豊栄市農業者年金受給者連盟

小須戸町農業者年金受給者連盟

横越町農業者年金受給者連盟

西川町農業者年金受給者連盟

潟東村農業者年金受給者連盟

農業経営者協会 新潟市農業経営者協会 独自

認定農業者連絡協議会(黒埼) 新潟市黒埼認定農業者連絡協議会 経過

新潟市防火連合協議会

亀田町防火協会

新津市防火協会 独自
幼少年婦人防火委員会 白根地域幼少年婦人防火委員会 廃止

㈶新潟県危険物安全協会新潟地区支会

㈶新潟県危険物安全協会三市中東蒲原地区支会
新津市危険物安全協会（新津市分会）
㈶新潟県危険物安全協会三市中東蒲原地区支会
白根地区危険物安全協会（白根地区分会）
㈶新潟県危険物安全協会豊栄地区支会

㈶新潟県危険物安全協会三市中東蒲原地区支会
亀田地区分会
㈶新潟県危険物安全協会燕・西蒲原地区支会 独自
新潟市小学校教育研究協議会

新潟市中学校教育研究協議会

新潟市障害児教育研究会

新津市教育研究協議会

白根市学校教育研究会

白根市学校教育振興会

白根市特殊教育研究会

白根市教育課程研究会

豊栄市高校教育振興協議会

二市北蒲原特殊教育研修会

北豊中学校教育研究会

小須戸町教育振興会

横越町教育振興会

亀田町教育研究協議会

味方村教員協議会

潟東村教員協議会

中之口村教員協議会

巻郷教育研究会 独自

学校教育部会
（5項目）

消防部会
（3項目）

独自

独自

廃止

危険物安全協会

教育研究協議会

農業委員会事務局部
会
（4項目）

防火連合協議会

農政対策協議会

農業者年金受給者関係

統一

統一

統一
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部会名 項目 団体名 区分

公共的団体等移行方法の調整方針区分一覧表

新潟市小学校長会

新津市小学校長会

白根市小学校長会

豊栄市小学校長会

小須戸町校長会

横越町校長会

亀田町校長会

西川町校長会

味方村校長会

潟東村校長会

中之口村校長・園長会

西蒲原郡小学校長会 独自
新潟市中学校長会

新津市中学校長会

白根市中学校長会

豊栄市中学校長会

西蒲原郡中学校長会 独自
新潟市中学校体育連盟

新津市中学校体育連盟

白根市中学校体育連盟

亀田町中学校体育連盟

北蒲豊栄中学校体育連盟

西蒲原郡燕市中学校体育連盟

幼稚園関係団体 新潟市私立幼稚園協会 独自

新潟市小中学校ＰＴＡ連合会

新津市小中学校ＰＴＡ連合会

白根市ＰＴＡ連絡協議会

豊栄市ＰＴＡ連絡協議会

小須戸町ＰＴＡ連絡協議会

横越町連合ＰＴＡ

亀田町小中学校ＰＴＡ連絡協議会

岩室村立学校ＰＴＡ連絡協議会

西川町小中学校ＰＴＡ連絡協議会

味方村小中学校ＰＴＡ連絡協議会

潟東村小中学校ＰＴＡ連絡協議会

月潟村ＰＴＡ連絡協議会

中之口村ＰＴＡ連絡協議会

新潟市連合婦人会

豊栄市連合婦人会

横越町連合婦人会

岩室村婦人会

味方村連合婦人会

潟東村婦人会

月潟村連合婦人会

新津市文芸協会

白根市文化協会

豊栄市文化協会

小須戸町文化協会

横越町文化協会

亀田町文化協会

岩室村文化協会

西川町文化協会

味方村文化協会

潟東村文化団体連絡協議会

月潟村文化協会

中之口村芸術文化協会

民謡流し関係団体 豊栄民謡ながし実行委員会 経過

高砂学級関係団体 西川町高砂学級 経過

おまつり広場関係団体 潟東村おまつり広場実行委員会 経過

よさこいソーラン隊 味方よさこいソーラン隊 経過

〔学校教育部会〕

生涯学習部会
（14項目）

中学校体育連盟

小学校長会

文化協会関係団体

中学校長会

連合婦人会

小中学校ＰＴＡ連合会

統一

経過

統一

独自

経過

経過

経過
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部会名 項目 団体名 区分

公共的団体等移行方法の調整方針区分一覧表

新潟市青少年育成員会

新津市青少年指導員連絡協議会

豊栄市補導員会

新潟市青少年育成協議会

新津市青少年健全育成会

白根地区青少年育成協議会ほか８団体

青少年育成豊栄市民会議

横越町青少年育成協議会

亀田町青少年育成町民会議

岩室村青少年育成村民会議

西川町青少年育成町民会議

青少年育成味方村村民会議

潟東村青少年育成村民会議

青少年育成月潟村民会議

青少年育成中之口村民会議

新潟市少年団体連絡会
日本ボーイスカウト新潟地区協議会新潟地区委員会

ガールスカウト新潟市委員会

新潟海洋少年団

新潟市健民少年団

日本ボーイスカウト新潟連盟白根第1団

日本ボーイスカウト新潟連盟豊栄第2団

日本ボーイスカウト新潟連盟中蒲原第7団

ガールスカウト日本連盟新潟県第4団

少年少女発明クラブ 新潟市少年少女発明クラブ 独自

新潟市子ども会連絡協議会

豊栄市子ども会育成会連絡協議会

岩室村子ども会育成会連絡協議会

地域子ども会（味方村）

潟東村子ども会育成協議会

中之口村子供会育成会連合会

フェアリーウィンズ マーチングバンド（豊栄市）

豊栄マーチングバンド　

新潟市体育協会
新津市体育協会
白根市体育協会
豊栄市体育協会
小須戸町体育協会
横越町体育協会
亀田町体育協会
岩室村体育協会
西川町体育協会
味方村体育協会
潟東村体育協会
月潟村体育協会
中之口村体育協会

合計 161項目 　

〔生涯学習部会〕

マーチングバンド

少年団体連絡会

子ども会連絡協議会

青少年育成協議会

体育協会

青少年育成員会

統一

経過

経過

統一

独自

経過
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