
№ 会議名等 役職 就任者 備　考

1 新潟県医療審議会 委員 会長 担当：新潟県地域医療政策課

2 新潟県食育推進協議会 委員 会長 担当：新潟県福祉保健部健康づくり支援課

3 新潟県アレルギー疾患医療連絡協議会 委員 玉村有里絵 担当：新潟県福祉保健部 難病等対策係

4 新潟県国民健康保険運営協議会 委員 会長 担当：新潟県福祉保健部国保・福祉指導課

5 新潟県国民健康保険団体連合会 保健事業推進委員会 委員 会長
新潟県国民健康保険団体連合会
保健事業課保健係

6 新潟県救急搬送・受入協議会 委員 専務理事 担当：新潟県防災局消防課

7 新潟県留置施設視察委員会 委員 久志田順子 担当：新潟県警察本部

8 新潟市難病対策地域協議会 部会委員 久志田順子 担当：新潟市保健所保健管理課

9 新潟市糖尿病性腎症重症化予防検討会議 委員 村山稔子 担当：新潟市福祉部保険年金課

10 新潟県糖尿病対策推進会議 理事 村山稔子 担当：新潟県健康づくり財団　普及情報課

11 新潟県健診保健指導支援協議会 委員 会長 事務局：新潟県健診保健指導支援協議会

12 新潟県国民健康保険団体連合会 保健事業推進委員会 委員
会長

貝瀬千賀子
担当：新潟県国民健康保険団体連合会

13 健康寿命延伸にかかる多職種協働推進委員会 委員 会長 担当：新潟県医師会

14 新潟県民医療推進協議会 理事 会長 担当：新潟県医師会業務課

15 新潟県米消費拡大推進協議会総会 構成員 会長 事務局：JA新潟中央会 農業地域対策部

16 新潟県米消費拡大推進協議会幹事会 幹事 専務理事 事務局：JA新潟中央会 農業地域対策部

17 （公財）新潟県健康づくり財団　評議員会 評議員 会長

18 新潟県歯科保健協会 理事 会長 （公財）新潟県歯科保健協会

19 新潟県歯科保健医療対策委員会 委員 会長
新潟県福祉保健部健康づくり
支援課　歯科保健係

20 健康立県ヘルスプロモーションプロジェクト 委員 会長 新潟県福祉保健部

21 新潟県女性財団 評議員 会長 事務局：新潟県女性財団

22 消費者団体と北陸農政局との意見交換会 団体代表 会長 担当：北陸農政局

23 新潟県小児保健研究会 役員 会長 事務局：新潟大学医学部小児科内

24 新潟県老人福祉施設協議会 理事 会長 事務局：（一社）新潟県老人福祉施設協議会

25 新潟県介護福祉士会理事会 理事 会長 事務局：新潟県介護福祉会

26 国際調理製菓専門学校教育課程編成委員会 委員 会長

27 新潟県学校給食会理事会 常務理事 会長 事務局：公益財団法人学校給食会

28 新潟骨を守る会 幹事 会長

幹事長 会長

幹事
顧問

副会長
理事

30 新潟県健診保健指導支援協議会　総務委員会 委員 会長

29 新潟栄養・食生活学会 事務局：新潟県栄養士会

（本部関係）

　本会の各種事業及び支援活動等が円滑かつ発展的に展開されるよう、県内外の各種団体の会議・委員会などに
参加あるいは参画し、多機関・多職種との連携体制の構築を図った。

第3　多職種・多団体とのネットワークの構築



31 在宅ケアを考える集いin越後 実行委員 久志田順子 事務局：新潟県医師会業務課

32 地域包括ケアに向けた多職種交流研修会 委員 久志田順子

33 新潟母性衛生学会 常任理事 会長

34 特定非営利活動法人新潟県消費者協会 賛助会員 会長

35 新潟県立大学後援会 顧問 会長

36 新潟県労働衛生医学協会 参与 会長 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会

37 けんおう入退院連携検討会 委員
会長・
CS部長

担当：田上町役場　保健福祉課

№ 会議名等 役職 就任者 備　考

1 村上地域在宅医療推進委員会 委員 支部長 　年2回

2 村上地域糖尿病対策連携会議 委員 支部長 　年1回

3 村上市地域個別ケア会議 助言者
支部長、
副支部長

　年6回

4 関川村地域個別ケア会議 助言者 副支部長 　年2回

5 かえつ医療介護連携協議会 委員 支部長   年1回

№ 会議名等 役職 就任者 備　考

1 新発田市健康づくり推進協議会 委員 支部長 　年2回   

2 かえつ医療介護連携協議会 委員 支部長 　年2回　　

3 しばた地域医療介護連携センター運営協議会 委員 支部長 　年2回　　

№ 会議名等 役職 就任者 備　考

1 新潟市糖尿病対策推進会議 委員 支部長 　年2回

2 新潟市健康づくり推進委員会 委員 支部長 　（コロナ感染拡大のため中止）

3 新潟市食育推進会議 委員 支部長 　年4回

4 新潟市歯科保健推進会議 委員 支部長 　（コロナ感染拡大のため中止）

5 歯と口の健康フェア実行委員会（新潟市歯科医師会） 委員 支部長 　（コロナ感染拡大のため中止）

6 赤ちゃんにやさしい育児支援に関する協議会 委員 支部会員 　（コロナ感染拡大のため中止）

№ 会議名等 役職 就任者 備　考

1 三条地域多職種連携協議会 委員 会員 　年3回　

2 三条市在宅医療推進協議会 委員 会員 　年3回　

3 三条市包括ケア推進会議 委員 会員 　年3回　

4 三条市地域経営課ネットワーク三条 代表 支部長 　年1回　

5 三条市食と農の連携協議会 理事 支部長 　年1回

6 弥彦村食育推進協議会 委員 支部長 　年1回 書面会議にて実施

7 三条市健康づくり推進協議会 委員 副支部長 　年2回

8 三条市食育推進及び農業振興審議会 委員 会員 　年2回　

9
三条地域災害時　　食のセーフティネット
検討会　　食育ネットワーク強化会議

担当者 会員 　年1～2回

10 三条市特別職報酬審議委員会 委員 支部長 　年1回

11
地域包括ケア総合推進センター参画団体運
営会議

委員 支部長 　年1回

（新潟市支部）

（三条支部）

（村上支部）

（新発田支部）



№ 会議名等 役職 就任者 備　考

1
長岡地域振興局　地域高齢者等の「食」を
サポートする体制整備検討会

委員 会員 　年2回   

2 ながおかヘルシープラン21推進協議会 委員 支部長 　年2回

3 長岡市食育推進会議 副会長 支部長 　年1回

4 長岡市第3次食育推進計画策定部会 副会長 会員 　年1回

5 長岡市多世代健康まちづくり推進会議  委員 支部長 　年2回

6 長岡市包括ケア推進協議会　介護予防部会 委員 支部長 　年2回

7 長岡市CKD・糖尿病性腎症重症化予防対策会議 委員 支部長 　年1回

8 長岡すこやかともしびまつり2021実行委員会　 委員 支部長 　年2回

9 長岡地域糖尿病対策推進会議（医師会）　 委員 副支部長 　（コロナ感染拡大のため中止）

10 糖尿病を知るつどい実行委員会（医師会）　 委員 副支部長 　（コロナ感染拡大のため中止）

11 見附市地域ケア会議 委員 会員 　年2回

12 小千谷市地域ケア会議 委員 会員 　年6回

13 出雲崎町健康づくり推進協議会 委員 会員 　年2回

14 出雲崎町栄養連携コア会議 委員 会員 　年2回

№ 会議名等 役職 就任者 備　考

1 柏崎市食育推進会議 委員 事務局・会計 　年1回

2 柏崎市学校給食運営委員会 委員 会員 　年3回

3 食育ネットワーク強化会議 管理栄養士 役員 　年1回

№ 会議名等 役職 就任者 備　考

1 魚沼市在宅医療推進センター運営協議会 委員 支部長 書面会議1回

2 魚沼地域糖尿病対策推進会議 理事 支部長 　　      年1回（書面会議）

3 魚沼市健康づくり調整会議 委員 支部長      　　（№2.3合同）

№ 会議名等 役職 就任者 備　考

1
つまり医療介護連携センター
在宅医療介護連携協議会

委員
地域活動
代表

　年3回　（コロナ禍のため実施無し）　

2
十日町地域健康づくり連絡調整会議・地域
職域連携推進協議会

委員 支部長 　年1回　　（コロナ禍のため実施無し）　　

3 十日町市健康づくり推進協議会 委員 支部長 　（年1回）8/31実施　

4 十日町食育推進計画策定委員会 副委員長 支部長 　5年に1回の開催（2018開催） 

№ 会議名等 役職 就任者 備　考

1
上越市・妙高市在宅医療・介護連携推進協
議会　代表者会議

委員 会員 　年1回

2
上越市・妙高市在宅医療・介護推進協議会
実務担当者会議

委員 会員 　年1回

3
上越市・妙高市在宅医療・介護推進協議会
専門部会

委員 会員 　年3回

4 上越市食育推進会議 委員 支部長 　年1回

（長岡支部）

（柏崎支部）

（魚沼支部）

（十日町支部）

（上越支部）



№ 会議名等 役職 就任者 備　考

1 佐渡市地域包括ケア会議 委員 支部長 　年３回（内、書面会議１回）

2 佐渡市高齢期の食支援事業　コア会議 委員 支部長 　年３回（内、書面会議１回）

3 佐渡市地域ケア個別会議 委員 支部長・役員 　年１０回

4 佐渡地域介護予防研修会 委員 福祉医療会員 　年１回

5 佐渡市健康づくり推進懇談会 委員 支部長 　年１回

6 高齢期の食を考えるつどい 関係者 支部長 　年２回

№ 会議名等 役職 就任者 備　考

1 新潟県アレルギー疾患医療連絡協議会 委員 部長 年2回

№ 会議名等 役職 就任者 備　考

1
新潟県国民健康保険団体連合会
保健事業推進委員会

委員 副部長 　年3回

（医療事業部）
№ 会議名等 役職 就任者 備　考

1 新潟市糖尿病対策推進会議幹事会 委員 部長 　年2回（Web会議）

（学校健康教育事業部）

（公衆衛生事業部）

（佐渡支部）
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