
 

名古屋市と日本郵便株式会社との連携・協力に関する包括協定 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と日本郵便株式会社 (以下「乙」という。）は、以下の

とおり連携・協力に関する包括協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第 1  条 本協定は、甲と乙が緊密な連携・協力による活動を推進し、市民サービスの一層

の向上、地域の活性化などに取り組むことにより、相互の持続的な発展を図ることを目

的とする。 

  なお、乙については名古屋市内郵便局（別表のとおり）が本協定を実施する。 

 

（連携内容） 

第 2 条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、名古屋市総合計画2023に示す、以下 5 

つの都市像の実現に向け、双方協議のうえ定めた連携項目（以下「連携事項」という 

について連携・協力する。 

（ 1  ）人権が尊重され、誰もがいきいきと暮らし、活躍できるまち 

（ 2 ）安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち 

（ 3 ）人が支え合い、災害に強く安心・安全に暮らせるまち 

（ 4 ）快適な都市環境と自然が調和したまち 

（ 5 ）魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつける、開かれたまち 

 2  甲及び乙は、連携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し、連携 

事項の具体的な実施事項については、甲乙協議のうえ、乙の業務として行い得る範囲内で

決定する。 

 3  甲及び乙は、本協定の目的を達成するため、連携事項を自らの責任において誠実に遂 

行するものとする。この限りにおいて、相手方から提供を受けた情報等に不正確や誤り等

があった場合でも、互いに損害賠償を求めることはできないものとする。 

 

（確認事項） 

第 3 条 甲及び乙は、本協定の締結が第三者との連携・協力を妨げるものではないことを

確認する。 

 

（協定の変更） 

第 4 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、協議のうえ、本協

定の変更を行うものとする。 

 

（期間） 

第 5 条 本協定の有効期間は、令和 5年 3 月31日までとする。ただし、有効期間満了日の

 1  ヶ月前までに、甲乙いずれからも解約の意思表示がないときは、自動的に 1  年間延長

されるものとし、以後も同様とする。 

 2  甲又は乙は、前項の有効期間にかかわらず、解約予定日の 1  ヶ月前までに書面によ 

り相手方へ通知することにより、本協定を解約できるものとする。甲又は乙は、相手方に

対して、本協定の解約に関して、何らの損害の賠償を求めることはできない。 

 

。） 



 

（守秘義務） 

第 6 条 甲及び乙は、連携事項の実施に当たって知り得た相手方の機密情報をその承認を

得ないで他に漏らす事があってはならない。 

 

（暴力団の排除） 

第 7 条 甲及び乙は、名古屋市暴力団排除条例（平成 24年名古屋市条例第 19号）の規定

を遵守し、本協定に基づく連携事業により暴力団を利することとならないようにするも

のとする。 

 

（協議） 

第 8 条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に疑義が生じたときは、甲及び乙が協

議して定めるものとする。 

 

 

本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ各自その 1  

通を保有する。 

 

 

 

  令和 4年 5月 24日 

 

 

 

 

           甲  名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

             名古屋市 

             代表者 名古屋市長 河村 たかし 

 

 

 

 

            乙  名古屋市中村区名駅一丁目 1番地 1 

日本郵便株式会社  

代表者 執行役員 東海支社長 中井 克紀 



（別表 郵便局一覧）                                

  （令和 4年 5月 24日現在） 

 

名古屋神宮郵便局 名古屋宮根台郵便局 名古屋中切郵便局 

名古屋西郵便局 名古屋豊が丘郵便局 名古屋鳩岡郵便局 

中村郵便局 名古屋香流郵便局 名古屋味鋺郵便局 

中川郵便局 名古屋猪子石郵便局 名古屋福徳郵便局 

名古屋港郵便局 名古屋西山郵便局 名古屋金田郵便局 

熱田郵便局 名古屋つつじが丘郵便局 名古屋如意郵便局 

名古屋南郵便局 名古屋高針郵便局 名古屋喜惣治郵便局 

緑郵便局 名古屋梅森坂郵便局 名古屋天子田郵便局 

名古屋中郵便局 名古屋藤丘郵便局 名古屋吉根郵便局 

名古屋東郵便局 名古屋高社郵便局 名古屋大森郵便局 

名古屋北郵便局 名古屋上社郵便局 名古屋瓢箪山郵便局 

守山郵便局 名古屋極楽郵便局 名古屋守山口郵便局 

千種郵便局 名古屋八前郵便局 名古屋志段味郵便局 

名東郵便局 名古屋猪高台郵便局 名古屋瀬古郵便局 

昭和郵便局 名古屋高間郵便局 名古屋守山喜多山郵便局 

瑞穂郵便局 名古屋東桜郵便局 名古屋森孝郵便局 

天白郵便局 名古屋葵郵便局 名古屋緑丘郵便局 

名古屋中央郵便局 名古屋白壁郵便局 名古屋金屋郵便局 

名古屋今池郵便局 名古屋車道郵便局 名古屋千代田郵便局 

名古屋覚王山郵便局 名古屋大曽根駅前郵便局 名古屋本地丘郵便局 

名古屋大久手郵便局 名古屋矢田郵便局 名古屋元補郵便局 

名古屋振甫郵便局 名古屋高岳郵便局 名古屋白沢郵便局 

名古屋末盛郵便局 名古屋新出来郵便局 名古屋名塚郵便局 

名古屋都通郵便局 名古屋東片端郵便局 名古屋比良郵便局 

名古屋春岡郵便局 名古屋代官郵便局 名古屋笠取郵便局 

名古屋吹上郵便局 名古屋砂田橋郵便局 名古屋琵琶里郵便局 

名古屋萱場郵便局 名古屋大曽根郵便局 名古屋天塚郵便局 

名古屋天満通郵便局 名古屋平安通郵便局 名古屋上小田井郵便局 

名古屋池下郵便局 名古屋柳原郵便局 名古屋平田郵便局 

名古屋本山郵便局 名古屋杉村郵便局 名古屋又穂郵便局 

名古屋茶屋坂郵便局 名古屋山田郵便局 名古屋中小田井郵便局 

名古屋東山郵便局 名古屋若葉通郵便局 名古屋大野木郵便局 

名古屋自由ケ丘郵便局 名古屋清水郵便局 名古屋江川郵便局 

名古屋田代郵便局 名古屋黒川郵便局 名古屋景雲橋郵便局 

名古屋星丘郵便局 名古屋駒止郵便局 名古屋押切郵便局 

名古屋猫洞郵便局 名古屋上飯田郵便局 名古屋浄心郵便局 

名古屋希望丘郵便局 名古屋落合郵便局 名古屋東枇杷島郵便局 

名古屋大学内郵便局 名古屋光音寺郵便局 名古屋那古野郵便局 

名古屋汁谷郵便局 名古屋楠郵便局 名古屋則武新町郵便局 



 

名古屋菊井郵便局 名古屋本陣郵便局 名古屋福田郵便局 

名古屋南押切郵便局 名古屋豊公橋郵便局 名古屋港本町郵便局 

名古屋天神山郵便局 名古屋柳橋郵便局 名古屋稲永郵便局 

上名古屋郵便局 住友生命名古屋ビル内郵便局 名古屋大手郵便局 

名古屋上更通郵便局 名古屋岩塚郵便局 名古屋七番町郵便局 

名古屋橘郵便局 名古屋水主町郵便局 名古屋惟信郵便局 

名古屋大須郵便局 名古屋米野郵便局 名古屋南陽町郵便局 

名古屋正木郵便局 名古屋名駅五郵便局 名古屋東海橋郵便局 

名古屋平和郵便局 名古屋牛田通郵便局 名古屋西稲永郵便局 

名古屋上前津郵便局 名古屋鴨付郵便局 名古屋土古郵便局 

名古屋流町郵便局 名古屋烏森郵便局 名古屋明正郵便局 

名古屋鶴舞郵便局 名古屋上石川郵便局 名古屋港陽郵便局 

名古屋東陽町郵便局 名古屋横前郵便局 名古屋港北郵便局 

名古屋七本松郵便局 名古屋春田郵便局 名古屋秋葉郵便局 

名古屋米浜郵便局 名古屋下之一色郵便局 名古屋当知郵便局 

ループ金山郵便局 名古屋戸田郵便局 名古屋沢上郵便局 

名古屋錦郵便局 名古屋八田郵便局 名古屋六番町郵便局 

名古屋丸の内三郵便局 名古屋万場郵便局 名古屋熱田駅前郵便局 

名古屋大津町郵便局 名古屋高杉郵便局 名古屋比々野郵便局 

名古屋丸の内郵便局 名古屋千音寺郵便局 名古屋大宝郵便局 

名古屋栄一郵便局 名古屋伏屋郵便局 名古屋三本松郵便局 

名古屋千郷郵便局 名古屋戸田団地内郵便局 名古屋千年郵便局 

名古屋市役所内郵便局 名古屋中郷郵便局 名古屋一番郵便局 

名古屋新栄郵便局 名古屋助光郵便局 名古屋熱田神宮西郵便局 

名古屋白山郵便局 名古屋太平通郵便局 名古屋道徳本町郵便局 

名古屋南大津町郵便局 名古屋長良郵便局 名古屋内田橋郵便局 

愛知県庁内郵便局 名古屋運河通郵便局 名古屋道徳通郵便局 

名古屋栄郵便局 名古屋五女子郵便局 名古屋柴田郵便局 

名古屋東新町郵便局 名古屋荒子郵便局 名古屋大江郵便局 

名古屋栄四郵便局 名古屋愛知町郵便局 名古屋大同郵便局 

名古屋商工会議所内郵便局 名古屋昭和橋郵便局 名古屋南陽通郵便局 

名古屋亀島郵便局 名古屋篠原橋郵便局 名古屋浜田郵便局 

名古屋則武本通郵便局 名古屋西日置郵便局 名古屋要町郵便局 

名古屋栄生郵便局 名古屋八熊郵便局 名古屋元禄郵便局 

名古屋太閤通八郵便局 名古屋山王郵便局 名古屋呼続郵便局 

名古屋太閤通三郵便局 名古屋東中島郵便局 名古屋笠寺郵便局 

名古屋藤江郵便局 名古屋中野本町郵便局 名古屋星崎郵便局 

名古屋稲葉地郵便局 名古屋八幡郵便局 名古屋桜郵便局 

名古屋椿郵便局 名古屋二女子郵便局 名古屋城下郵便局 

名古屋中島郵便局 名古屋木場郵便局 名古屋鳥栖郵便局 

  



 

名古屋赤坪郵便局 名古屋浦里郵便局 名古屋石川橋郵便局 

名古屋鳴尾郵便局 名古屋牛巻郵便局 名古屋高辻郵便局 

名古屋元桜田郵便局 名古屋雁道郵便局 名古屋八事郵便局 

名古屋滝ノ水郵便局 名古屋高田郵便局 名古屋大学病院内郵便局 

名古屋平手郵便局 名古屋弥富郵便局 名古屋杁中郵便局 

名古屋桃山郵便局 名古屋平郷郵便局 名古屋白金郵便局 

名古屋薬師山郵便局 名古屋下坂郵便局 名古屋川原通郵便局 

名古屋鳴子郵便局 名古屋堀田郵便局 名古屋前山郵便局 

名古屋螺貝郵便局 名古屋大喜郵便局 名古屋檀溪通郵便局 

名古屋神の倉郵便局 名古屋中山郵便局 名古屋山手通郵便局 

名古屋池上台郵便局 名古屋新瑞橋郵便局 名古屋植田西郵便局 

名古屋黒石郵便局 名古屋汐路郵便局 名古屋島田郵便局 

名古屋徳重郵便局 名古屋陽明郵便局 名古屋南平針郵便局 

名古屋有松郵便局 名古屋中根郵便局 名古屋平針郵便局 

名古屋大高郵便局 名古屋惣作郵便局 名古屋相生山郵便局 

名古屋下中郵便局 名古屋八勝通郵便局 名古屋音聞山郵便局 

名古屋鳴海団地内郵便局 名古屋川名郵便局 名古屋御前場郵便局 

名古屋花井郵便局 名古屋北山郵便局 名古屋名城大学内郵便局 

名古屋左京山郵便局 名古屋阿由知郵便局 名古屋野並郵便局 

名古屋境松郵便局 名古屋洲原郵便局 名古屋植田郵便局 

名古屋桶狭間郵便局 名古屋出口郵便局 名古屋原郵便局 

名古屋鳴海郵便局 名古屋石仏郵便局 名古屋焼山郵便局 

 

 


