新潟市と新潟市内郵便局との包括的連携に関する協定書

新潟市（以下「甲」という。）と新潟市内郵便局（以下「乙」という。）は、以下のと
おり、地方創生の推進及び新潟市民の暮らしの満足度向上に係る連携強化に関する協定（以
下「本協定」という。）を締結する。

（目的）
第 1 条 本協定は、甲及び乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、地方
創生の推進及び新潟市民の暮らしの満足度向上に寄与することを目的とする。

（連携事項）
第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項について、業
務に支障のない範囲で、取り組むものとする。
(1) 新潟の魅力発信、広報に関すること
(2) 新潟暮らし創造運動の推進に関すること
(3) マイナンバーカードの普及に関すること
(4) 地域の安心・安全に関すること
(5) その他、地方創生の推進及び新潟市民の暮らしの満足度向上に資すること
２

甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うも
のとする。また、具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。

（協定内容の変更）
第３条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の
上、必要な変更を行うものとする。
（免責）
第４条 乙は、第２条第１項の規定による協力をした場合及び協力しなかった場合のいず
れにおいても、その責任を負わないものとする。

（守秘義務）
第５条 甲及び乙は、第２条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の
秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはなら
ない。
２

甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責
務を負うものとする。

（有効期間）
第６条 本協定の有効期間は、締結日から平成３１年３月３１日までとする。ただし、本
協定の有効期間が満了する日の１か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を
行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から 1 年間本協定は更新され、その後も
同様とする。

(協議)
第７条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、
甲乙協議の上、決定するものとする。

本協定の締結を証するため、本書４通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その１通
を保有するものとする。
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新潟市内郵便局一覧
局所名
新潟中央
新潟西
新潟中
白根
大野町
松浜
亀田
巻
新津
豊栄
西川
月潟
中之口
和納
間瀬
越前浜
峰岡
竹野町
漆山
岩室
潟東
曽野木
曽野木団地
中野小屋
坂井輪
小針
浦山
上新栄町
小新南
新潟大学前
内野町
青山
新潟大野
五十嵐中島
寺尾台
真砂
赤塚
中村
金津
新関
荻川
新津駅前
新津中新田
新津滝谷
新津新町
新津田家
新津山谷
矢代田
小合
小須戸
横越
沢海
新潟中央卸売市場内
亀田袋津
亀田城山
庄瀬
臼井
味方

所在地
新潟市中央区東大通２−６−２６
新潟市西区寺尾朝日通２５−１０
新潟市中央区東堀通七番町１０１８
新潟市南区白根日の出町１１−１
新潟市西区大野町２７２１−１
新潟市北区松浜４−１０−５
新潟市江南区西町１−１−３
新潟市西蒲区巻甲２８０６−１
新潟市秋葉区新津本町２−４−３２
新潟市北区白新町３−４−５
新潟市西蒲区鱸１５４−１
新潟市南区月潟894-1
新潟市西蒲区中之口６６０−１
新潟市西蒲区和納３４９０−１
新潟市西蒲区間瀬４４４０−１
新潟市西蒲区越前浜５０３８
新潟市西蒲区峰岡１０３−乙
新潟市西蒲区竹野町２４６３−２
新潟市西蒲区漆山２５２８
新潟市西蒲区岩室温泉８２８−２
新潟市西蒲区横戸１８７
新潟市江南区天野２−５−９
新潟市江南区曽野木１−１１−２６
新潟市西区大友６６２−１
新潟市西区寺尾上６−１−２
新潟市西区小針が丘２−３４
新潟市西区浦山４−１４−１６
新潟市西区寺尾北１−１２−４４
新潟市西区小新南２−１２−３６
新潟市西区五十嵐二の町８１９２−３
新潟市西区内野町９６８−３
新潟市西区東青山１−８−７
新潟市西区大野３１６−１
新潟市西区内野西１−１５−６
新潟市西区寺尾台１−６−３０
新潟市西区真砂３−１３−６
新潟市西区赤塚４９４０−４
新潟市秋葉区中村７３９−６
新潟市秋葉区金津３４８−１
新潟市秋葉区下新３８１−８
新潟市秋葉区中野２−９−２０
新潟市秋葉区新津本町１−１−８
新潟市秋葉区中新田５４９−２
新潟市秋葉区滝谷町１４−１６
新潟市秋葉区新町１−１０−８
新潟市秋葉区田家１−１−４１
新潟市秋葉区新津４４５１−２
新潟市秋葉区矢代田５９３−１
新潟市秋葉区小戸下組６３−１
新潟市秋葉区小須戸３６１１−６
新潟市江南区茜ヶ丘２−２０
新潟市江南区沢海２−１３−５
新潟市江南区茗荷谷７１１
新潟市江南区袋津５−３−４
新潟市江南区城山１−１−６１
新潟市南区庄瀬６４８９−２
新潟市南区臼井４３６９−３
新潟市南区味方６９７−１

局所名
白根中央通
新飯田
白根大通
酒屋
イオンモール新潟南
新崎駅前
大形
新潟本所
山二ツ
新潟山木戸
新潟中島
新潟太平
新潟牡丹山
新潟卸団地
新潟河渡
新潟物見山
新潟紫竹
新潟粟山
新潟姥ヶ山
太郎代
万代シテイ
新潟竜ヶ島
新潟沼垂
新潟沼垂上町
新潟山の下
新潟県庁内
新潟大山
新潟米山
新潟秋葉町
新潟下所島
新潟船江町
新潟女池
新潟堀之内
新潟弁天橋通
新潟上所
新潟紫竹山
新潟近江
新潟礎町
新潟白山浦
新潟西大畑
新潟本町十三番
新潟上大川前
新潟学校町
新潟学校町三
新潟横七番町
新潟船場町
新潟南浜通
新潟東中通
新潟関屋
新潟関屋本村
新潟本町三
新潟有明台
新潟浜浦
岡方
長浦
豊栄早通
木崎
計

協定書 別紙
所在地
新潟市南区白根２７９３−１
新潟市南区上新田境畑甲５７７−９
新潟市南区大通南１−１５０−１
新潟市江南区酒屋町８９０−３
新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1
新潟市北区濁川２４９−１
新潟市東区逢谷内２−２−３
新潟市東区本所１-１１-４５
新潟市中央区山二ツ５−２―９
新潟市東区中山1-16-20
新潟市東区東中島１−２−２２
新潟市東区太平２−１５−３
新潟市東区牡丹山３−14−24-5
新潟市東区卸新町２−８５３−３
新潟市東区河渡３−１３−７
新潟市東区物見山１−１３−１８
新潟市東区紫竹３−２３−１５
新潟市東区粟山１−２２−５
新潟市中央区京王２−１６−１５
新潟市北区太郎代上浜山９０−４
新潟市中央区弁天３−３−５ 新潟マンション
新潟市中央区竜が島１−７−１
新潟市中央区沼垂西１−１２−１３
新潟市中央区沼垂東１−７−２
新潟市東区古湊町４−１２
新潟市中央区新光町４−１
新潟市東区上王瀬町１−３９
新潟市中央区米山１−２４ 新潟駅南センタービル

新潟市東区桃山町１−９７
新潟市中央区下所島１−２−５
新潟市東区船江町１−２７−３１
新潟市中央区女池２−２−１６
新潟市中央区堀之内南１−３３−３４
新潟市中央区弁天橋通２−６−１６
新潟市中央区上所中３−１２−１５
新潟市中央区紫竹山３−６−１２
新潟市中央区上近江４−２−２０
新潟市中央区礎町通２−２１４６
新潟市中央区白山浦２−６４５
新潟市中央区田中町５１９０
新潟市中央区本町通十三番町３１５２
新潟市中央区上大川前通１１−１８９３−１
新潟市中央区学校町通２−５２９２
新潟市中央区学校町通三番町５５７−１ フロンティアビル

新潟市中央区横七番町通5-4660
新潟市中央区新島町通５−２２３６−１
新潟市中央区南浜通１番町３６４−１
新潟市中央区東中通１番町１８７−３
新潟市中央区関新３−２−２７
新潟市中央区関屋本村町１−１３１
新潟市中央区本町通２−３１６
新潟市中央区有明大橋町６−１９
新潟市中央区浜浦町１−３９−１
新潟市北区長戸呂２４４３−４
新潟市北区長場４６８３−５
新潟市北区早通南１−５−１４
新潟市北区内島見１８４
115局

