
【幼稚園・保育園・小・中・高・
特 別 支 援 学 校 】

保育所型認定こども園
わかば保育園 五泉市立大蒲原小学校 上越市立大町小学校 長岡市立阪之上小学校 新潟市立白山小学校 佐渡市立佐和田中学校

まごころ保育園ひがしこう 佐渡市立加茂小学校 上越市立大瀁小学校 長岡市立山古志小学校 新潟市立浜浦小学校 佐渡市立高千中学校

新潟県保育士会 みどり保育園 佐渡市立河崎小学校 上越市立谷浜小学校 長岡市立寺泊小学校 新潟市立豊栄南小学校 佐渡市立松ヶ崎中学校

あおばこども園 妙高市立よつばこども園 佐渡市立金泉小学校 上越市立直江津小学校 長岡市立上組小学校 新潟市立木戸小学校 佐渡市立畑野中学校

赤石保育園 山本愛泉保育園 佐渡市立七浦小学校 上越市立直江津南小学校 長岡市立新町小学校 新潟市立有明台小学校 三条市立大島中学校

阿賀町立わかば保育園 山本保育園 佐渡市立真野小学校 上越市立八千浦小学校 長岡市立神田小学校 見附市立葛巻小学校 三条市立栄中学校

入舟保育園 山木戸保育園 佐渡市立赤泊小学校 上越市立美守小学校 長岡市立栖吉小学校 見附市立見附小学校 三条市立第一中学校

伊米ヶ崎保育園 弥彦村立二松保育園 佐渡市立前浜小学校 上越市立富岡小学校 長岡市立川口小学校 見附市立見附第二小学校 三条市立第四中学校

浦佐認定こども園 湯沢認定こども園 佐渡市立相川小学校 上越市立豊原小学校 長岡市立川崎小学校 見附市立名木野小学校 新発田市立川東中学校

漆山保育園 和同保育園 佐渡市立二宮小学校 上越市立北諏訪小学校 長岡市立川崎東小学校 南魚沼市立浦佐小学校 新発田市立佐々木中学校

大江山保育園 和納保育園 佐渡市立畑野小学校 上越市立牧小学校 長岡市立大島小学校 南魚沼市立五十沢小学校 新発田市立紫雲寺中学校

小千谷市立わかば保育園 阿賀町立三郷小学校 佐渡市立両津小学校 上越市立有田小学校 長岡市立栃尾東小学校 南魚沼市立五日町小学校 新発田市立七葉中学校

小木之城保育園 阿賀町立三川小学校 三条市立旭小学校 上越市立里公小学校 長岡市立日越小学校 南魚沼市立三用小学校 新発田市立東中学校

おひさま保育園 阿賀町立鹿瀬小学校 三条市立井栗小学校 上越市立和田小学校 長岡市立福戸小学校 南魚沼市立上関小学校 新発田市立本丸中学校

加茂市立西加茂保育園 阿賀町立津川小学校 三条市立栄北小学校 聖籠町立蓮野小学校 長岡市立与板小学校 南魚沼市立城内小学校 上越市立板倉中学校

剣野保育園 阿賀野市立安野小学校 三条市立笹岡小学校 関川村立関川小学校 長岡市立脇野町小学校 南魚沼市立石打小学校 上越市立城東中学校

小出保育園 阿賀野市立京ヶ瀬小学校 三条市立上林小学校 胎内市立きのと小学校 新潟市立阿賀小学校 南魚沼市立大崎小学校 上越市立名立中学校

小須戸保育園 阿賀野市立笹岡小学校 三条市立大浦小学校 胎内市立黒川小学校 新潟市立横越小学校 南魚沼市立第一上田小学校 上越市立吉川中学校
五泉市立かわひがし保育
園 阿賀野市立堀越小学校 三条市立大面小学校 胎内市立胎内小学校

新潟市立岡方第二小学
校 南魚沼市立第二上田小学校 聖籠町立聖籠中学校

佐渡市立畑野保育園 糸魚川市立磯部小学校 三条市立裏館小学校 胎内市立中条小学校 新潟市立荻川小学校 南魚沼市立中之島小学校 胎内市立乙中学校

さわらび保育園
糸魚川市立下早川小学
校 新発田市立加治川小学校 津南町立芦ヶ崎小学校 新潟市立牡丹山小学校 南魚沼市立薮神小学校 胎内市立黒川中学校

下関保育園
糸魚川市立糸魚川小学
校 新発田市立外ヶ輪小学校 津南町立上郷小学校 新潟市立潟東小学校 村上市立塩野町小学校 胎内市立築地中学校

下条保育園 糸魚川市立青海小学校 新発田市立御免町小学校 津南町立津南小学校 新潟市立葛塚小学校 村上市立岩船小学校 胎内市立中条中学校

下長﨑保育園
糸魚川市立南能生小学
校 新発田市立荒橋小学校 燕市立燕東小学校 新潟市立葛塚東小学校 村上市立小川小学校 津南町立津南中学校

上越市立古城保育園 糸魚川市立能生小学校 新発田市立佐々木小学校 燕市立燕北小学校 新潟市立巻北小学校 村上市立村上小学校 燕市立燕北中学校

崇徳会　ひわまり保育園
出雲崎町立出雲崎小学
校 新発田市立紫雲寺小学校 燕市立吉田小学校 新潟市立関屋小学校 村上市立朝日みどり小学校 十日町市立川西中学校

菅谷保育園 魚沼市立広神東小学校 新発田市立七葉小学校 燕市立吉田南小学校 新潟市立丸山小学校 村上市立保内小学校 十日町市立中条中学校

須頃保育所 魚沼市立湯之谷小学校 新発田市立菅谷小学校 燕市立吉田北小学校 新潟市立岩室小学校 妙高市立新井小学校 十日町市立松代中学校

すもんこども園 魚沼市立堀之内小学校 新発田市立中浦小学校 燕市立島上小学校 新潟市立亀田小学校 妙高市立新井中央小学校 十日町市立吉田中学校

関原保育園 小千谷市立吉谷小学校 新発田市立天王小学校 燕市立分水小学校 新潟市立結小学校 弥彦村立弥彦小学校 新潟県立燕中等教育学校

胎内市立ふたば保育園
小千谷市立小千谷小学
校 新発田市立東小学校 燕市立分水北小学校 新潟市立五十嵐小学校 阿賀野市立京ヶ瀬中学校 新潟県立柏崎翔洋中等教育学校

第二保育園 小千谷市立千田小学校 新発田市立東豊小学校 十日町市立下条小学校 新潟市立坂井輪小学校 阿賀野市立水原中学校 新潟県立津南中等教育学校

竹の友幼児園 小千谷市立東山小学校 新発田市立本田小学校 十日町市立貝野小学校 新潟市立桜が丘小学校 出雲崎町立出雲崎中学校 新潟県立村上中等教育学校

燕市立つぼみ保育園
小千谷市立東小千谷小
学校 上越教育大学附属小学校 十日町市立吉田小学校 新潟市立山田小学校 糸魚川市立糸魚川中学校 新潟市立横越中学校

燕市立吉田北保育園 小千谷市立南小学校 上越市立稲田小学校 十日町市立十日町小学校 新潟市立升潟小学校 糸魚川市立青海中学校 新潟市立潟東中学校

十日町市立水沢保育園 小千谷市立片貝小学校 上越市立下黒川小学校 十日町市立松代小学校 新潟市立小瀬小学校 魚沼市立守門中学校 新潟市立葛塚中学校

東部第二保育園 柏崎市立高柳小学校 上越市立柿崎小学校 十日町市立西小学校 新潟市立庄瀬小学校 魚沼市立小出中学校 新潟市立宮浦中学校
長岡和光幼稚園なごみ保
育園 柏崎市立新道小学校 上越市立戸野目小学校 十日町市立川治小学校 新潟市立松野尾小学校 魚沼市立入広瀬中学校 新潟市立五十嵐中学校

新潟県立幼稚園 柏崎市立大洲小学校 上越市立高士小学校 十日町市立中条小学校 新潟市立上山小学校 小千谷市立南中学校 新潟市立新津第二中学校
新潟市立かやま保育園
児童発達支援事業所 柏崎市立中通小学校 上越市立国府小学校 十日町市立田沢小学校 新潟市立曽根小学校 小千谷市立片貝中学校 新潟市立石山中学校

新潟市立根岸保育園 柏崎市立二田小学校 上越市立黒田小学校 十日町市立東小学校 新潟市立早通小学校 柏崎市立第一中学校 新潟市立赤塚中学校

新潟市立大野保育園 柏崎市立柏崎小学校 上越市立山部小学校 十日町市立飛渡第一小学校 新潟市立太夫浜小学校 柏崎市立第二中学校 新潟市立濁川中学校

新座保育園 柏崎市立半田小学校 上越市立春日小学校 長岡市立岡南小学校 新潟市立大淵小学校 柏崎市立第五中学校 新潟市立中野小屋中学校

西五十沢保育園 加茂市立加茂南小学校 上越市立春日新田小学校 長岡市立下塩小学校 新潟市立大野小学校 柏崎市立東中学校 新潟市立東新潟中学校

ノートルダム幼稚園 加茂市立須田小学校 上越市立上雲寺小学校 長岡市立下川西小学校 新潟市立大鷲小学校 柏崎市立南中学校 新潟市立味方中学校

双葉保育園 刈羽村立刈羽小学校 上越市立上下浜小学校 長岡市立河崎小学校 新潟市立竹尾小学校 柏崎市立北条中学校 新潟市立両川中学校

二葉保育園 五泉市立五泉小学校 上越市立上杉小学校 長岡市立関原小学校
新潟市立中之口東小学
校 柏崎市立瑞穂中学校 長岡市立岡南中学校

ひまわり保育園 五泉市立五泉東小学校 上越市立清里小学校 長岡市立宮内小学校 新潟市立中野山小学校 加茂市立加茂中学校 長岡市立刈谷田中学校

ひまわり保育園 五泉市立巣本小学校 上越市立大潟町小学校 長岡市立桂小学校
新潟市立東中野山小学
校 佐渡市立相川中学校 長岡市立関原中学校

ふたば西保育園 五泉市立村松小学校 上越市立大手町小学校 長岡市立才津小学校 新潟市立内野小学校 佐渡市立赤泊中学校 長岡市立江陽中学校



長岡市立寺泊中学校 新潟県立分水高等学校
（福）魚沼地域福祉会　やいろの
里

地域活動支援センターたんぽ
ぽ

県警察本部　生活安全部ｻｲ
ﾊﾞｰ犯罪対策課

長岡市立秋葉中学校 新潟県立堀之内高等学校 （福）佐渡福祉会　まつはらの家 地域活動支援センターふぁーれ
県警察本部　生活安全部子供
女性安全対策課

長岡市立栖吉中学校 新潟県立巻高等学校 （福）佐渡福祉会　第二岩の平園 地域生活支援施設　つどい
県警察本部　生活安全部少年
課

長岡市立青葉台中学校 新潟県立巻総合高等学校
（福）しあわせ福祉会　愛らんどえ
がお 十日町市発達支援センター

県警察本部　生活安全部生活
安全企画課

長岡市立川口中学校 新潟県立松代高等学校
（福）上越福祉会　かなやの里
ワークス 長岡市柿が丘学園

県警察本部　生活安全部生活
保安課

長岡市立東北中学校 新潟県立見附高等学校
（福）上越福祉会　かなやの里更
生園

新潟県障害者リハビリテーショ
ンセンター 県警察本部　地域部地域課

村上市立朝日中学校 新潟県立六日町高等学校
（福）上越福祉会　かなやの里療
護園

新潟県中越福祉事務組合　ま
ごころ学園・まごころ寮

県警察本部　地域部通信指令
課

見附市立見附中学校 新潟県立村松高等学校 （福）上越福祉会　つどいの郷 新潟市立明生園
県警察本部　地域部鉄道警察
隊

南魚沼市立大和中学校 新潟県立村上高等学校 （福）上越福祉会　にしき園 ニチイケアセンター内野 阿賀野警察署

南魚沼市立六日町中学校 新潟市立明鏡高等学校 （福）自立生活福祉会 パルconfy陽だまり苑 秋葉警察署

妙高市立妙高高原中学校 新潟県立有恒高等学校 （福）中越福祉会　虹のオアシス
ふれ愛サポートセンターいずも
ざき 糸魚川警察署

湯沢町立湯沢中学校 新潟県立吉田高等学校 （福）燕・西蒲原福祉会　梨の里 ヘルパーステーションぬくもり 小千谷警察署

関根学園高等学校 糸魚川市立ひすいの里総合学校
（福）桐鈴会　グループホームお
ひさま みんなでいきる　相談センター 柏崎警察署

新潟県立阿賀野高等学校
小千谷市立小千谷総合支援学
校 （福）十日町福祉会　なかまの家 ワーカーズゆたか 加茂警察署

新潟県立荒川高等学校 小千谷市立総合支援学校 （福）とよさか福祉会
新潟県肢体不自由児者父母の
会連合会

関東管区警察局　新潟県情報
通信部

新潟県立出雲崎高等学校
十日町市立ふれあいの丘支援学
校

（福）新潟みずほ福祉会　みのり
園

柏崎市肢体不自由児者父母の
会 小出警察署

新潟県立小千谷高等学校 新潟県立はまぐみ特別支援学校 （福）新潟みずほ福祉会　樫の木 燕市肢体不自由児者父母の会 江南警察署

新潟県立柏崎工業高等学校 新潟県立はまなす特別支援学校
（福）新潟みずほ福祉会　新潟み
ずほ園 五泉警察署

新潟県立柏崎高等学校
新潟県立吉川高等特別支援学
校

（福）新潟県身体障害者団体連合
会 佐渡西警察署

新潟県立加茂農林高等学校 新潟県立吉田特別支援学校
（福）新潟地区手をつなぐ育成会
青山ﾌｧｸﾄﾘｰ

【新潟県警察本部及び警察署
等】 佐渡東警察署

新潟県立小出高等学校 新潟県立月ヶ岡特別支援学校
（福）白蓮福祉会　ﾜｰｸｾﾝﾀｰふぁ
みりー 三条警察署

新潟県立国際情報高等学校 新潟県立五泉特別支援学校 （福）朋友福祉会 県警察本部　刑事部鑑識課 新発田警察署

新潟県立五泉高等学校
新潟県立江南高等特別支援学
校

（福）南魚沼福祉会　セルプこぶし
工房

県警察本部　刑事部鑑識課科
学捜査研究所 上越警察署

新潟県立塩沢商工高等学校 新潟県立高田特別支援学校
（福）南魚沼福祉会相談支援ｾﾝ
ﾀｰみなみうおぬま

県警察本部　刑事部機動捜査
隊 津川警察署

新潟県立新発田高等学校 新潟県立佐渡特別支援学校
（福）村上岩船福祉会障害者支援
施設浦田の里

県警察本部　刑事部刑事総務
課 燕警察署

新潟県立新発田農業高等学校 新潟県立小出特別支援学校
（福）雪国ﾎﾞﾗﾝﾄﾋﾟｱ　障害者支援
施設ﾏｲﾄｰﾗ

県警察本部　刑事部組織犯罪
対策第一課 十日町警察署

新潟県立白根高等学校 新潟県立上越特別支援学校 ＮＰＯ法人　はとの会
県警察本部　刑事部組織犯罪
対策第二課 長岡警察署

新潟県立上越総合技術高等学校 新潟県立新潟盲学校 ＮＰＯ法人　合歓の会
県警察本部　刑事部捜査第一
課 新潟警察署

新潟県立正徳館高等学校
新潟県立新発田竹俣特別支援
学校いじみの分校

ＮＰＯ法人　自活支援の会　Ｇ＆Ｔ
にいがた

県警察本部　刑事部捜査第二
課 新潟県警察学校

新潟県立上越総合技術高等学校
新潟県立西蒲高等特別支援学
校 ＮＰＯ法人　大杉の里

県警察本部　刑事部捜査第三
課 新潟西警察署

新潟県立高田高等学校
新潟県立川西高等特別支援学
校

あ・うんの心　ホームヘルパース
テーション 県警察本部　警備部外事課 新潟中央警察署

新潟県立高田商業高等学校 新潟県立村上特別支援学校 青山ファクトリー 県警察本部　警備部機動隊 新潟東警察署

新潟県立高田南城高等学校 新潟県立長岡聾学校 アレック北栄　新津
県警察本部　警備部警備第一
課 新潟南警察署

新潟県立高田農業高等学校 新潟県立東新潟特別支援学校 いわくすの里職員親睦会
県警察本部　警備部警備第二
課 新潟北警察署

新潟県立十日町高等学校　松之山分
校 新潟県立柏崎特別支援学校 大山台ゆう 県警察本部　警務部会計課 西蒲警察署

新潟県立十日町総合高等学校 新潟市立西特別支援学校 かなやの里更生園 県警察本部　警務部監察官室 見附警察署

新潟県立豊栄高等学校 新潟市立東特別支援学校 児童発達支援センターこころん 県警察本部　警務部教養課 南魚沼警察署

新潟県立長岡高等学校 長岡市立高等総合支援学校
就業支援事業所　ふれんどり～ミ
ルはまなす 県警察本部　警務部警務課 妙高警察署

新潟県立長岡大手高等学校 長岡市立総合支援学校
就労継続支援B型事業所　しぶみ
の家 県警察本部　警務部厚生課 村上警察署

新潟県立長岡明徳高等学校 南魚沼市立総合支援学校
障がい者支援センターひだまり工
房

県警察本部　警務部広報広聴
課 与板警察署

新潟県立中条高等学校 見附市立見附特別支援学校
障がい者就業・生活支援センター
あおぞら

県警察本部　警務部情報管理
課

新潟県立新潟県央工業高等学校 妙高市立総合支援学校
障害児（者）相談支援センターか
なや 県警察本部　警務部総務課

新潟県立新潟江南高等学校 障害者支援センターさつき工房
県警察本部　警務部装備施設
課 【市町村役場、教育委員会】

新潟県立新潟商業高等学校 障害者支援施設　いずみの里
県警察本部　警務部留置管理
課

新潟県立新潟翠江高等学校 【障害福祉施設・団体】 障害者支援施設　やまやの里
県警察本部　交通部運転免許
センター

阿賀野市役所　民生部　社会
福祉課

新潟県立新潟西高等学校 障害者支援施設いわくすの里
県警察本部　交通部交通企画
課 糸魚川市福祉事務所

新潟県立新津高等学校 （株）クリーンセキュリティー
障害者就業・生活支援センターさ
くら

県警察本部　交通部交通機動
隊 岩船郡関川村役場

新潟県立西新発田高等学校
（福）愛宕福祉会　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｴﾋﾟ
ｿｰﾄﾞⅠ

障害福祉サービス事業所　しぶ
み工房

県警察本部　交通部交通規制
課 浦川原区総合事務所

新潟県立羽茂高等学校
（福）愛宕福祉会　障がい者支援
施設松潟の園

障害福祉サービス事業所　みどり
の家

県警察本部　交通部交通指導
課 魚沼市役　福祉課

新潟県立八海高等学校 （福）魚沼地域福祉会　なないろ 上新ライフサービスめぐみ
県警察本部　交通部高速道路
交通警察隊

魚沼市役所　健康課　健康増
進室



魚沼市役所　福祉課 （株）菜の花 介護老人保健施設　尾山愛広苑 特別養護老人ホーム　垂水の里
魚沼市堀之内地区老人クラブ
連合会

柏崎市役所　福祉課 （福）石打福祉会 介護老人保健施設　優和の里 特別養護老人ホーム　中之島
佐渡市老人クラブ連合会　相川
地区連合会

加茂市役所　健康課
（福）いじみの福祉会　ｺﾝﾌｨ陽だま
り苑 介護老人保健施設　有楽園 特別養護老人ホーム　二の丸

新発田市老人クラブ連合会　加
治明生クラブ

五泉市教育委員会
（福）魚野福祉会　ケアハウスやま
なみ 介護老人保健施設　陽だまり苑 特別養護老人ホーム　白鳥の里 上越市牧区老人クラブ連合会

佐渡市役所　社会福祉課
（福）えちご府中会　上越五智養護
老人ﾎｰﾑ 救護施設　ひまわり荘

特別養護老人ホーム　不老閣
かたっこ会 燕市燕地区老人クラブ連合会

佐渡市役所　真野行政サービスセ
ンター （福）おぢや福祉会　千谷島の家 グループホーム　ぶなの里 特別養護老人ホーム　遊生の森

燕市分水地区老人クラブ連合
会

佐渡市役所　相川支所 （福）刈谷田福祉会 グループホームいなほ 特別養護老人ホーム　遊生の里
長岡市老人クラブ連合会　川口
支部

三条市役所　子育て支援課 （福）儀平会 グループホームねむの木
特別養護老人ホーム　槇山けやき
苑 羽茂地区長生会連合会

三条市役所　福祉課 （福）佐渡福祉会　そよかぜ ケアハウス鈴懸
特別養護老人ホーム  あじさいの
里

羽茂地区老人クラブ連合会（長
生会連合会）

上越市大島区総合事務所
（福）シャーロームケアハウス希望
の園 ケアホームうえの 特別養護老人ホーム　うおの園

村上地域老人クラブ連合会　荒
川地区協議会

上越市柿崎区総合事務所 （福）なかさと福祉会 軽費老人ホームケアハウス有明
特別養護老人ホーム　さくら聖母
の園

上越市吉川区総合事務所 （福）ほのぼの小千谷福祉会 健康倶楽部つどい春日 特別養護老人ホーム　さつき園

上越市三和区総合事務所
（福）上越あたご福祉会　八千浦ひ
よりの里 合同会社　ヘルパーステーション光 特別養護老人ホーム　たかつぼ

【病院】

上越市福祉交流プラザ （福）常陽会　リバーサイド輝 高齢者総合施設　縄文の杜　関原 特別養護老人ホーム　はやまの里

上越市名立区総合事務所
（福）苗場福祉会　健康倶楽部ゆざ
わ こころはす西蒲

特別養護老人ホーム　ほくほくの
里 （医）愛広会

上越市役所　福祉課
（福）長岡三古福祉会　ケアハウス
福戸

サービス付き高齢者向け住宅
悠々の杜石打 特別養護老人ホーム　まちだ園

（医）愛広会　新潟ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
病院

上越市役所　北出張所 （福）板額の里　ウエルネス中条
サービス付き高齢者向け住宅　絆
の家 特別養護老人ホームゆり花園

（医）愛広会　豊浦病院・豊浦愛
広苑

聖籠町保健福祉センター
（福）平成福祉会　てまり総合ｹｱｾﾝ
ﾀｰ 済生会　新潟訪問看護ステーション 特別養護老人ホーム桐原の郷 （医）越南会

胎内市役所　福祉介護課
（福）平成福祉会　ﾓｽ・ｺｰﾗ特別養
護老人ホーム 在宅介護支援センターみつごうや

特別養護老人ホーム雪椿の里
家族会 （医）敬愛会　末広橋病院

津南町役場　福祉保健課
（福）友愛会　グループホームゆう
あい 在宅介護支援センター浜浦町 特別養護老人ホーム白ふじの里

（医）健進会　新津医療センター
病院

十日町市役所　松代支所 （有）こしじ　デイサービスぼこまめ さど訪問看護ステーション 特別養護老人ホーム白寿荘西 （医）真仁会　南部郷厚生病院

十日町市役所　松之山支所 (有)ほたる 佐渡市軽費老人ホーム　ときわ荘 ナーシングホーム松美台 （医）真仁会　南部郷総合病院

十日町市役所　川西支所 アダージョ福住
指定小規模多機能型居宅介護事
業所こもれび

新潟市地域包括支援センターにい
つ日宝町 （医）仁成会　とやの中央病院

十日町市役所　中里支所 いいの・ひかり苑
住宅型有料老人ホーム　こころはす
小針

新潟市地域包括支援センター宮浦
東新潟 （医）崇徳会　田宮病院

十日町市役所　福祉課 生きがい広場地蔵堂
小規模多機能ホーム　ハピケアこす
ど 新潟市地域包括支援センター山潟 （医）青松会

長岡市役所　越路支所
医療センター病院　訪問看護ス
テーション 小規模多機能ホーム　ハピネス 新潟市地域包括支援センター西川

（医）立川メディカルセンター
悠遊健康村病院

長岡市役所　寺泊支所 魚沼市養護老人ホーム南山荘
小規模多機能型居宅介護　ライフ
ほうない 新潟市養護老人ホーム　松鶴荘 （医）泰庸会　新潟脳外科病院

長岡市役所　川口支所 魚沼地域特別養護老人ホーム組合
小規模多機能型居宅介護事業所
ひよしの家

西蒲中央病院　訪問看護ステー
ション （医）知命堂病院

長岡市役所　中之島支所
えちご上越農業協同組合　介護ｻ
ﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 上越市軽費老人ホーム　千寿園

長岡市高齢者基幹地域包括支援
センター （医）徳洲会　山北徳洲会病院

長岡市役所　栃尾支所 お茶の間デイ　みどりのへや ショートステイせせらぎ女池 ハーティプラザ関川 （医）美郷会　西蒲中央病院

長岡市役所　福祉保健部福祉課
介護付有料老人ホーム　はなこと
ば妙高 すまいる並柳 ヘルパーステーションあおぞら （医社）五十嵐整形外科

長岡市役所　与板支所
介護付有料老人ﾎｰﾑ　ﾛｰｼﾞｨ・ｺｰﾄ
柏崎 地域密着型複合施設　みやざわ苑

みどり訪問看護リハビリステーショ
ン （医社）共生会　中条中央病院

長岡市役所　和島支所
介護付有料老人ホームｳｪﾙﾊｰﾄ加
治川の里 地域密着型複合施設わしま 寄り合い処　ふらっとかすが （医社）仁和会　聖園病院

新潟市東区役所　健康福祉課
介護付有料老人ホーム愛広苑壱番
館

地域密着型老人介護福祉施設とき
みずの家 寺泊老人ホーム組合 （社医）桑名恵風会　桑名病院

見附市役所　健康福祉課 介護老人保健施設　あらまち 津南町訪問看護ステーション 不老閣かたっこ会 （社医）嵐陽会　三之町病院

南魚沼市役所　福祉課
介護老人保健施設　グリーンヒル
与板

デイサービスセンター　おおむろの
丘 訪問看護ステーション　あすも （特医）楽山会　三島病院

村上市役所　福祉課
介護老人保健施設　ケアホーム三
条 デイサービスセンター　第二永寿園 訪問看護ステーション　なじょも

ＪＡ新潟厚生連　糸魚川総合病
院

柏崎市教育委員会　学校教育課 介護老人保健施設　やすらぎ園
特別養護老人ホーム　あいれふ安
塚 訪問看護ステーションふる里

ＪＡ新潟厚生連　柏崎総合医療
センター

長岡市教育委員会　学校教育課 介護老人保健施設　越南苑 特別養護老人ホーム　あおりの里 見附市地域包括支援センター中央 ＪＡ新潟厚生連　三条総合病院

介護老人保健施設　関川愛広苑 特別養護老人ホーム　いこいの里 養護老人ホームあやめ寮 ＪＡ新潟厚生連　上越総合病院

介護老人保健施設　好日庵 特別養護老人ホーム　うかじ園 老人デイサービスセンター藤見
JA新潟厚生連　新潟医療セン
ター

【社会福祉施設等（障害者福祉施
設を除く）】 介護老人保健施設　至誠会 特別養護老人ホーム　うらだての里 老人介護施設たがみの里 あがの市民病院

介護老人保健施設　女池南風苑
特別養護老人ホーム　つかのめの
里 老人保健施設　愛宕の里 魚沼基幹病院

（医）魚野会 介護老人保健施設　松浜さくら園 特別養護老人ホーム　ブナの里 リハプライド新潟柏崎 川瀬神経内科クリニック

（医）麓会 介護老人保健施設　新井愛広苑
特別養護老人ホーム　ペペ・メメー
ル るあな訪問看護ステーション 北日本脳神経外科病院

(株)ＳＢＦコーポレーション 介護老人保健施設　千歳園 特別養護老人ホーム　みしま園 ワールドステイ四ツ郷屋
桑名病院　くわな祭り実行委員
会

（株）あさひコモンズ　あさひガーデ
ン 介護老人保健施設　中条愛広苑 特別養護老人ホーム　みどりの園 上越地域医療センター病院
(株)ケアネット徳州会　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
しおかぜ 介護老人保健施設　桃李園 特別養護老人ホーム　みやまの里 【老人クラブ】 信楽園病院

（株）ツクイ新潟新津 介護老人保健施設　二王子
特別養護老人ホーム　よねやまの
里 阿賀野市老人クラブ連合会

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰみどり病
院

（株）なごみ　なごみケアセンター
介護老人保健施設　白根ヴィラ
ガーデン 特別養護老人ホーム　羽衣園 魚沼市守門地区老人クラブ連合会 高田西城病院



新潟県厚生連　豊栄病院 柏崎公共職業安定所 新潟経営大学 （公社）新潟県看護協会 六日町郵便局 神林学童保育所
新潟県済生会三条病院　総務
課 佐渡公共職業安定所 新潟県厚生連中央看護専門学校

（公社）新潟県看護協会　訪問
看護ｽﾃｰｼｮﾝにいがた 両津郵便局 子育ての駅　とちおすくすく

新潟県立柿崎病院 三条公共職業安定所 新潟県町村会
（公社）新潟県看護協会　訪問
看護ｽﾃｰｼｮﾝみつけ

子育て支援センター　白根つくし
園

新潟県立加茂病院 新発田公共職業安定所 新潟県立大学
航空自衛隊　佐渡分屯基地
第４６警戒隊 【社会福祉協議会】 下塩児童クラブ

新潟県立がんセンター新潟病
院 上越公共職業安定所

新潟総合学院　日本アニメ・マンガ専
門学校 航空自衛隊　新潟救難隊 千手コミュニティセンター

新潟県立坂町病院 上越公共職業安定所　妙高出張所 新潟大学　長岡附属学校係 高田駐屯地　修親会
（福）魚沼市社会福祉協議
会 長岡市表町コミュニティセンター

新潟県立新発田病院 十日町公共職業安定所
新潟大学人文社会教育科学系総務
課 高田駐屯地　曹友会

（福）小千谷市社会福祉協
議会 新潟県少年自然の家

新潟県立十日町病院 長岡公共職業安定所 新潟地区手をつなぐ育成会　ポルカ 陸上自衛隊　新発田駐屯地
（福）刈羽村社会福祉協議
会 新潟市立坂井輪児童館

新潟県立中央病院
長岡公共職業安定所　小千谷出張
所 新発田北蒲原准看護学院

（福）五泉市社会福祉協議
会

地域子育て支援センター　おおぞ
ら吉井

新潟県立精神医療センター 新津公共職業安定所 晴麗看護学校
（福）佐渡市社会福祉協議
会 日越コミュニティーセンター

新潟県立中央病院 新潟公共職業安定所 忠蔵町自治会
【郵便局】

（福）佐渡市社会福祉協議
会　羽茂支所 富曽亀第２児童クラブ

新潟県立松代病院 南魚沼公共職業安定所 長岡看護福祉専門学校
（福）佐渡市社会福祉協議
会　佐和田支所 ふれあい放課後児童クラブ

新潟県立妙高病院
南魚沼公共職業安定所　小出出張
所 長岡赤十字看護専門学校 阿賀野郵便局

（福）佐渡市社会福祉協議
会　相川支所 横越ひまわりクラブ第１

新潟県立リウマチセンター 巻公共職業安定所 日本赤十字社新潟県支部 新井郵便局
（福）三条市社会福祉協議
会 横越ひまわりクラブ第２

新潟県立吉田病院 村上公共職業安定所 北越銀行まごころの会 糸魚川郵便局
（福）新発田市社会福祉協
議会

新潟市民病院 日本年金機構　柏崎年金事務所 （株）第四銀行　石山支店 上田郵便局
（福）上越市社会福祉協議
会

新潟手の外科研究所病院 日本年金機構　三条年金事務所
（株）第四銀行　営業統括部ｺﾝﾀｸﾄｾﾝ
ﾀｰ 浦川原郵便局

（福）上越市社会福祉協議
会　柿崎支所 【県の地域機関等】

新潟西蒲ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院 日本年金機構　新発田年金事務所 (株)第四銀行　大野支店 越後猿沢郵便局
（福）上越市社会福祉協議
会　吉川支所

日本歯科大学　医科病院 日本年金機構　上越年金事務所 （株）第四銀行　監査部 大割野郵便局
（福）上越市社会福祉協議
会　三和支所

県糸魚川地域振興局　企画振興
部

日本歯科大学　新潟病院 日本年金機構　新潟事務センター (株)第四銀行　木戸支店 大島郵便局
（福）上越市社会福祉協議
会　総務課

県糸魚川地域振興局　健康福祉
部

日本赤十字社　長岡赤十字病
院 日本年金機構　新潟西年金事務所 （株）第四銀行　県央ローンセンター 岡方郵便局

（福）上越市社会福祉協議
会　板倉支所

県糸魚川地域振興局　地域整備
部

脳神経センター　阿賀野病院 日本年金機構　新潟東年金事務所 （株）第四銀行　県庁支店 木崎郵便局
（福）上越市社会福祉協議
会　名立支所

県糸魚川地域振興局　農林振興
部

（株）第四銀行　五泉支店 亀代郵便局
（福）関川村社会福祉協議
会 県魚沼地域振興局　企画振興部

（株）第四銀行　坂町支店 亀田郵便局
（福）胎内市社会福祉協議
会 県魚沼地域振興局　健康福祉部

【土地改良区】
【企業・大学・専門学校・団体・国の
出先機関等】 （株）第四銀行　三条支店 国田郵便局

（福）田上町社会福祉協議
会 県魚沼地域振興局　地域整備部

（株）第四銀行　事務サービス部 五泉郵便局
（福）燕市社会福祉協議会
燕支所 県魚沼地域振興局　農業振興部

荒川沿岸土地改良区 （一財）にいがた住宅センター （株）第四銀行　事務統括部 五日町郵便局
（福）十日町市社会福祉協
議会 県下越家畜保健衛生所

五十公野土地改良区 （一財）下越総合健康開発センター (株)第四銀行　白根支店 佐々木郵便局
（福）見附市社会福祉協議
会 県柏崎地域振興局　企画振興部

大江筋土地改良区 （公財）新潟県下水道公社 （株）第四銀行　上越市役所出張所 下川西郵便局
（福）新潟県社会福祉協議
会 県柏崎地域振興局　健康福祉部

小千谷土地改良区
（公財）新潟県下水道公社　新井郷
川支所 （株）第四銀行　水原支店 高岡郵便局

（福）新潟市社会福祉協議
会 県柏崎地域振興局　地域整備部

加治郷土地改良区
（公財）新潟県下水道公社　新津支
所 （株）第四銀行　総合企画部 高田郵便局

（福）村上市社会福祉協議
会 県柏崎地域振興局　農業振興部

加治川沿岸土地改良区連合
（公財）新潟県下水道公社　西川支
所 （株）第四銀行　燕支店 十日町郵便局

（福）村上市社会福祉協議
会　朝日支所 県教育庁　下越教育事務所

亀田郷土地改良区
（公財）新潟県下水道公社　長岡支
所 (株)第四銀行　十日町支店 栃堀郵便局

（福）長岡市社会福祉協議
会 県教育庁　中越教育事務所

刈谷田川土地改良区
（公財）新潟県下水道公社　六日町
支所 (株)第四銀行　東京事務所 中条郵便局

（福）長岡市社会福祉協議
会　介護ｻｰﾋﾞｽ課 県工業技術総合研究所

川西土地改良区
（公財）新潟県下水道公社　新井郷
川支所 （株）第四銀行　長岡ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 長岡西郵便局

（福）長岡市社会福祉協議
会　三島支所

県工業技術総合研究所　県央技
術支援ｾﾝﾀｰ

佐々木土地改良区
（公財）新潟県下水道公社　堀之内
支所 （株）第四銀行　長岡営業部 長野旭郵便局

（福）長岡市社会福祉協議
会　川口支所

県工業技術総合研究所　上越技
術支援ｾﾝﾀｰ

佐渡土地改良区連合 （公財）新潟県交通安全協会 （株）第四銀行　長岡西支店 直江津郵便局
（福）南魚沼市社会福祉協
議会

県工業技術総合研究所　素材応
用技術支援ｾﾝﾀｰ

白根郷土地改良区 (公社)新潟県介護福祉士会 (株)第四銀行　新潟駅前支店 新潟横七番町郵便局 （福）南区社会福祉協議会
県工業技術総合研究所　中越技
術支援ｾﾝﾀｰ

十全土地改良区 イノウエワークス (株)第四銀行　新潟市役所出張所 新潟県庁内郵便局
（福）湯沢町社会福祉協議
会

県佐渡地域振興局　企画振興
部・県税部

関川水系土地改良区 オートサービスノア （株）第四銀行　新潟中央市場支店 新潟西郵便局
県佐渡地域振興局　健康福祉環
境部

関川村土地改良区 燕市アーチェリー協会 (株)第四銀行　白山支店 新潟大山郵便局 県佐渡地域振興局　地域整備部

関原土地改良区 街角の年金相談センター新潟 （株）第四銀行　本店営業部 新潟中央郵便局
【学童保育、子育て支援施
設等】

県佐渡地域振興局　地域整備部
（港湾空港）

豊浦郷土地改良区 国際こども・福祉カレッジ （株）第四銀行　松代支店 新潟中野山郵便局 県佐渡地域振興局　農地庁舎

水上土地改良区 国際メディカル専門学校 （株）第四銀行　見附支店 新潟中郵便局
（福）旭会　子育て支援セ
ンターのんのん

県佐渡地域振興局　農林水産振
興部

吉川土地改良区 国土交通省　北陸信越運輸局 （株）第四銀行　村松支店 新潟竜ヶ島郵便局
（福）下山福祉会　下山ひ
まわりｸﾗﾌﾞ第１第２

県佐渡地域振興局　農林水産振
興部（林業）

三条市医師会　准看護学院 （株）第四銀行　吉田支店 西川郵便局
（福）吉田福祉会子育て支
援センターきらら 県三条地域振興局　企画振興部

上越看護専門学校 (株)第四銀行　湯沢支店 村上郵便局 赤泊児童クラブ
県三条地域振興局　健康福祉環
境部

【職業安定所、年金事務所】 新潟リハビリテーション大学 （株）第四銀行　臨港支店 日本郵便（株）　信越支社 朝日学童保育所 県三条地域振興局　県税部

新潟医療福祉カレッジ （株）富有社 福多郵便局 井栗児童クラブ 県三条地域振興局　地域整備部

糸魚川公共職業安定所 新潟看護医療専門学校 第四信用保証（株） 見附郵便局 亀田ひまわりクラブ第１ 県三条地域振興局　農業振興部



県視覚障害者情報センター
県南魚沼地域振興局　企画振
興部 県教育庁　高等学校教育課 県土木部　技術管理課

県上越家畜保健衛生所
県南魚沼地域振興局　健康福
祉環境部 県教育庁　財務課 県土木部　砂防課

県上越地域振興局　企画振興部 県南魚沼地域振興局　県税部 県教育庁　総務課 県土木部　都市局営繕課
県上越地域振興局　健康福祉環
境部

県南魚沼地域振興局　地域整
備部 県教育庁　福利課 県土木部　都市局都市政策課

県上越地域振興局　県税部
県南魚沼地域振興局　農林振
興部 県教育庁　文化行政課 県土木部　道路管理課

県上越地域振興局　地域整備部 県農業総合研究所 県教育庁　保健体育課 県土木部　道路建設課
県上越地域振興局　直江津港湾
事務所

県農業総合研究所　園芸研究ｾ
ﾝﾀｰ 県県民生活・環境部　スポーツ課 県土木部　用地・土地利用課

県上越地域振興局　農林振興部
県農業総合研究所　佐渡農業
技術センター 県県民生活・環境部　環境企画課 県土木部都市局　下水道課

県上越地域振興局　妙高砂防事
務所

県農業総合研究所　食品研究
センター 県県民生活・環境部　環境対策課 県土木部都市局　建築住宅課

県上越地域振興局地域整備部
上越東維持管理事務所

県農業総合研究所　畜産研究
センター 県県民生活・環境部　県民生活課 県土木部都市局　都市整備課

県上越地域振興局農林振興部
上越東農林事務所

県農業総合研究所　中山間地
農業技術ｾﾝﾀｰ

県県民生活・環境部　消費者行政
課 県農地部　農村環境課

県新発田食肉衛生検査センター
県村上地域振興局　企画振興
部

県県民生活・環境部　新潟暮らし推
進課 県農地部　農地管理課

県新発田地域振興局　企画振興
部

県村上地域振興局　健康福祉
部

県県民生活・環境部　震災復興支
援課 県農地部　農地計画課

県新発田地域振興局　健康福祉
環境部

県村上地域振興局　地域整備
部

県県民生活・環境部　男女平等社
会推進課 県農地部　農地建設課

県新発田地域振興局　県税部
県村上地域振興局　農林振興
部

県県民生活・環境部　廃棄物対策
課 県農林水産部　漁港課

県新発田地域振興局　地域整備
部 県立魚沼テクノスクール 県県民生活・環境部　文化振興課 県農林水産部　経営普及課
県新発田地域振興局　農業振興
部 県立教育センター 県交通政策局　空港課 県農林水産部　治山課
県新発田地域振興局　農村整備
部 県立三条テクノスクール 県交通政策局　交通政策課 県農林水産部　食品・流通課

県森林研究所 県立上越テクノスクール 県交通政策局　港湾振興課 県農林水産部　水産課 【 お 詫 び 】

県水産海洋研究所 県立新潟テクノスクール 県交通政策局　港湾整備課 県農林水産部　地域農政推進課
県水産海洋研究所佐渡水産技
術センター 県立生涯学習推進センター 県産業労働観光部　産業振興課 県農林水産部　畜産課

県精神保健福祉センター 県立万代島美術館 県産業労働観光部　産業政策課 県農林水産部　農業総務課
県総務管理部　総務事務セン
ター 県立歴史博物館 県産業労働観光部　産業立地課 県農林水産部　農産園芸課

県中越家畜保健衛生所 新潟県佐渡トキ保護センター
県産業労働観光部　商業・地場産
業振興課 県農林水産部　林政課

県中央家畜保健衛生所
新潟県コロニーにいがた白岩の
里

県産業労働観光部　職業能力開発
課 県病院局

県中央家畜保健衛生所　佐渡支
所

新潟県はまぐみ小児療育セン
ター 県産業労働観光部　労政雇用課

県福祉保健部　医師・看護職員確保対策
課

県中央福祉相談センター
新潟県愛鳥センター　紫雲寺さ
えずりの里

県産業労働観光部観光局　観光企
画課 県福祉保健部　医務薬事課

県十日町地域振興局　企画振興
部 新潟県計量検定所

県産業労働観光部観光局　国際観
光推進課 県福祉保健部　基幹病院整備室

県十日町地域振興局　健康福祉
部 新潟県若草寮 県出納局　会計検査課 県福祉保健部　健康対策課
県十日町地域振興局　地域整備
部 新潟県消費生活センター 県出納局　管理課 県福祉保健部　高齢福祉保健課
県十日町地域振興局　農業振興
部 新潟県消防学校 県人事委員会事務局　総務課 県福祉保健部　国保・福祉指導課
県新潟地域振興局　巻農業振興
部 新潟県新潟学園 県総務管理部　管財課 県福祉保健部　障害福祉課

県新潟地域振興局　企画振興部 新潟県新星学園 県総務管理部　財政課 県福祉保健部　生活衛生課

県新潟地域振興局　健康福祉部 新潟県大阪事務所 県総務管理部　市町村課 県福祉保健部　福祉保健課

県新潟地域振興局　県税部 新潟県内水面水産試験場 県総務管理部　情報政策課 県防災局　危機対策課
県新潟地域振興局　県税部新津
収税課 新潟県農業大学校 県総務管理部　人事課 県防災局　原子力安全対策課
県新潟地域振興局　新潟港湾事
務所 新潟県保健環境科学研究所 県総務管理部　税務課 県防災局　消防課 （ 敬 称 略 ）
県新潟地域振興局　新津地域整
備部 新潟県放射能監視センター 県総務管理部　大学・私学振興課 県防災局　防災企画課

県新潟地域振興局　地域整備部 新潟県妙法育成牧場 県総務管理部　地域政策課 県労働委員会事務局　総務課
県新潟地域振興局　津川地区振
興事務所 新潟県立近代美術館 県総務管理部　統計課

県新潟地域振興局　農林振興部 新潟県流域下水道事務所 県総務管理部　法務文書課

県長岡食肉衛生検査センター 県総務管理部管財課　通信管理室

県長岡地域振興局　企画振興部 県知事政策局　広報広聴課
県長岡地域振興局　健康福祉環
境部 【新潟県本庁各課】 県知事政策局　行政改革・評価室

県長岡地域振興局　県税部 県知事政策局　国際課
県長岡地域振興局　県税部柏崎
収税課 県監査委員事務局 県知事政策局　政策課

県長岡地域振興局　地域整備部 県企業局　施設課 県知事政策局　秘書課

県長岡地域振興局　農林振興部 県企業局　総務課 県土木部　河川管理課
県長岡地域振興局地域整備部
小千谷維持管理事務所 県議会事務局　総務課 県土木部　河川整備課
県長岡地域振興局地域整備部
与板維持管理事務所 県教育庁　義務教育課 県土木部　監理課

多くの方々からご協力い
ただき、誠にありがとうご
ざいました。

昨年度のリーフレットに、
中学校の一覧が抜けてお
りました。
ご寄付頂きました中学校
の皆様にはご迷惑お掛け
して大変申し訳ありません
でした。


