
荒浜地区まちづくり協議会 活力部会 安心部会 育成部会

逢隈地区まちづくり協議会 文化スポーツ部会 生涯教育・健全育成部会 地域福祉部会 交通安全防災部会 環境保全部会 地域振興部会

吉田西部地区まちづくり協議会 まちづくり部会 いきいき環境部会 ふれあい健康部会

吉田東部地区まちづくり協議会 元気部会 安全部会 健康部会

亘理地区まちづくり協議会 生活安全部会 健康文化部会 地区事業部会

仁川まちづくり協議会 福祉部 健康部 文化交流会 環境部 生活安全部 広報部

高司小学校区まちづくり協議会 福祉部 防犯部 防災部 青少年育成部 文化・美化部 広報部

良元地区まちづくり協議会 福祉部 健康部 防災・防犯部 環境美化部 総務部

光明地域まちづくり協議会 広報部 青少年部 防犯部 事業部 環境部 防災部 福祉部

末成小学校地域まちづくり協議会 総務部 広報部 福祉部 環境部 青少年部 生活安全部 まちづくり部 ルーム運営部

西山まちづくり協議会 安心安全部会 文化交流部会 環境保全部会 健康推進部会 広報部会

まちづくり協議会コミュニティ末広 広報部 まつり部 子育て支援部 福祉健康部 まちづくり推進

第一小学校区まちづくり協議会 福祉部 安全部 環境部 子育て部 地域交流部 広報委員会

逆瀬台小学校区まちづくり協議会 役員会 事務局 活動支援局

すみれガ丘小学校区まちづくり協議会 福祉活動 防犯活動 美化活動 教育文化活動 全体活動 広報活動

宝塚小学校区まちづくり協議会 執行部 福祉活動部 健康促進活動部 子ども育成活動部 文化学習活動部 広報活動部

売布小学校区まちづくり協議会 福祉部 健康推進部 防犯・交通安全部 めふ防協議会 地域交流部 環境部 事務・広報部

小浜小学校区まちづくり協議会 福祉部 健康部 防犯部 青少年部 広報部会

美座地域まちづくり協議会 総務部 事業部 福祉部 子ども部 防犯対策委員会

安倉地区まちづくり協議会 健康・福祉部 安全・防犯部 歴史・公園部 青少年部 広報部会

長尾地区まちづくり協議会 福祉部 健康づくり推進部 防災・防犯部 花・緑・環境部 青少年部 広報部 ひろばふれあい部

中山台コミュニティ 総務活動部 広報活動部 福祉活動部 子ども活動部 緑化環境対策活動部 地域文化活動部 健康推進活動部 生涯学習活動部 スポーツ活動部 災害対策活動部

山本山手地区まちづくり協議会 福祉部 環境美化部 安全部 青少年育成部 文化部 広報・IT室

長尾台小学校区まちづくり協議会 福祉部会 子ども福祉部会 安全部会 地区防災計画推進委員会 環境部会 文化交流部会 雲雀丘浪漫委員会

西谷地区まちづくり協議会 福祉部会 健康スポーツ部会 自主防災部会 環境部会 青少年育成部会 文化・研修部会 人権啓発部会 総務部会

式見地区コミュニティ連絡協議会 子育て・青少年育成部会 高齢者部会 地域・産業振興部会 生活環境・防犯・防災部会

ダイヤランドまちづくり連絡協議会 防犯部会 防災部会 交流部会 整美部会 広報部会

土井首地区コミュニティ協議会 自然を活かしたふるさとづくり部会 元気で安心な暮らしづくり部会 次世代へつながるひとづくり部会 ふれあいセンター運営部会 祭り実行委員会 マラソン大会実行委員会

深堀地区コミュニティ協議会 部会なし

茂木地区コミュニティ連絡協議会 総務部会 産業振興・交流部会 子育て・青少年育成部会 福祉・健康部会 生活環境・安全安心部会 ふれあいセンター運営部会（仮称）

横尾小学校区コミュニティ連絡協議会 事業統括部 子ども育成部 安心・安全部 健康福祉部 環境・歴史文化部

西北校区まちづくり協議会 つながりづくり部会 子育て・健康づくり部会 暮らしづくり部会

戸町みらいまちづくり協議会 住みよかまち部会 ワイワイつたゆう部会 とまちっ子部会 活き生き健康福祉部会

蚊焼地区コミュニティ協議会 ネットワーク型

西町校区コミュニティ連絡協議会 ネットワーク型

野母先樺島地区コミュニティ連絡協議会 ネットワーク型

宮城県亘理町（わたりちょう）
全５協議会

兵庫県宝塚市
全２０協議会

長崎県長崎市
全１８協議会
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北陽小学校区コミュニティ連絡協議会 安全安心でにぎわいのあるまちづくり部会 未来へつなぐ人づくり部会 住民の健康と生きがいづくり部会

福田小学校区コミュニティ連絡協議会 自然環境・防災部会 歴史・伝統部会 きずな部会 生活環境・交通部会

大園小校区コミュニティ協議会 つながり部会 あんしん部会 こども部会 くらし部会

池島地域活性化連絡協議会 ネットワーク型

晴海台コミュニティ連絡協議会 ふれあい交流部 自然環境部 健康福祉部 子育て部 防災・防犯部

香焼まちづくり協議会 安全安心部会 文化交流部会 環境産業部会

にししろ山コミュニティ協議会 ふれあい部会 にししろっこ部会 健康福祉部会 生活安全部会

勧興まちづくり協議会 ふれあい部会 すこやか部会 まなざし部会 まちなみ部会 まちの駅部会

嘉瀬まちづくり協議会 子ども部会 福祉・健康部会 防災・安全部会 環境部会 ふれ愛・文化部会

鍋島まちづくり協議会 あんぜん互助部会 すこやか元気 ふるさと学習部会

開成まちづくり協議会 福祉部会 文化・スポーツ部会 子ども部会 生活・環境部会

東与賀まちづくり協議会 地域の活性化部会 安全・安心部会 子どもの育成部会 健康・福祉部会 自然・環境部会 人のつながり部会

循誘まちづくり協議会 環境・防災・防犯部会 健康づくり・福祉部会 子どもへのまなざし部会 地域活性化部会

巨勢まちづくり協議会 本部 運営・企画部 子ども部会 福祉・健康部会 移動支援部会 安心・安全部会 環境資源部会

金立まちづくり協議会 地域活性化部会 防犯・防災部会 子ども育成部会 福祉部会 自然環境部会

諸富町まちづくり協議会 子育て部会 暮らし部会 安心部会 産業部会 交流部会

久保田まちづくり協議会 防災・防犯部会 ふれいあい活動部会 自然環境部会 くぼた活性化部会 子ども育成部会 健康福祉部会

赤松まちづくり協議会 親子ふれあい部会 げんき部会 あんしん部会 なまび部会 つながり部会

山口県下関市 長府東部地区まちづくり協議会 つくろう部会 つなごう部会 つたえよう部会

佐賀県佐賀市
全３２協議会（抜粋）


