
愛のタオル、クリアファイル、絵はがき等事業の御寄付に御協力頂き、
誠にありがとうございました。今年度も御協力よろしくお願いいたします！

令和３年度実績

障害者スポーツ参加促進事業

寄付金額合計…………… 20,089,226円
　（収益金額 …………… 8,441,423円）

〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１
新潟県福祉保健部障害福祉課内

※寄付金お申し込みフォーマットをご利用頂くと、
　パソコンやスマートフォンから簡単にお申し込み
　頂けますので、是非ご利用ください！

URL   https://www.shinshikyo.org/
E-mail  sinsikyo@r3.dion.ne.jp

TEL／025-284-0130 FAX／025-250-0117

15,742本
40,072本
810組
2,363枚
2,613個
2,290個

フェイスタオル………………………
愛のタオル……………………………
愛・友情の絵はがき…………………
トッキッキのＡ４クリアファイル…
レルヒさんメモ帳……………………
コラボセット…………………………

　手足の不自由な方々が参加できるスポーツ用品の購入
に助成を行い、障害者スポーツの普及・啓発のため事業
を行っております。令和３年度は車椅子バスケットや車
椅子ダンス、チェアスキー協会、卓球バレー協会等各種
団体、NPO法人、関係施設、特別支援学校保護者会等
に、スキー板やフライングディスク等の用品購入費用
を、９団体に助成しました。
（６月頃募集開始、８月末頃が締め切り）

ふれ愛作品展開催事業（入場無料）

令和４年度ふれ愛作品展日程

　手足の不自由な方々への理解を深めるため、肢体不自
由児・者の方々の力作を展示しますので、是非ご覧くだ
さい。

・燕市役所　エントランス会場
　令和４年９月５日（月）～９月９日（金）

・新潟ふるさと村　
　アピール館（イベントホール）会場
　令和４年９月13日（火）～９月19日（月）

※５日は13時～、９日は15時まで展示しております。
※それ以外の期間は８時30分～17時15分に展示しております。

肢体不自由児激励事業
　手足の不自由な方々が意欲と活力を持って、より充実
した日々を過ごせるよう、特別支援学校のＰＴＡの方々
が行うコンサートや夏祭り、ハロウィンパーティー、ク
リスマス会など、８団体に助成金を交付しました。
（６月頃募集開始、７月末頃締め切り）

肢体不自由高等学校奨学生採用事業
　一般高等学校に通う手足の不自由な生徒の就学活動を
支援するため、奨学金（年額一人６万円）を、令和３年
度は８名の方々に交付しました。
（10～11月頃募集開始）

公益財団法人　新潟県肢体不自由児協会

※写真は昨年度のものです

　新型コロナウイルス感染症の流行下ではありました
が、皆様の多大なるご協力により、令和３年度も例年と
変わらないご支援を頂き、大変ありがとうございまし
た。頂いたご寄付は、下記の主な事業に大切に使用させ
て頂きました。この場をお借りして、皆様に厚く御礼申
し上げます。
　昨年度、初めての試みであるコラボセットも、多くの
皆様からお申し込み頂き、誠にありがとうございました。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年度
も各種イベントは縮小せざるを得ない状況ではありまし
たが、出来る限り事業を実施して参りました。
　今年度も、手足の不自由な子どもを育てる運動とし
て、当事者の方々や保護者の方々、関係する皆様を支え
るべく、より充実した事業を推進したいと考えておりま
すので、引き続きご理解ご協力の程、よろしくお願いい
たします。

（９時～17時）



幼稚園・保育園・学校
新潟県保育士会
あすなろこどもえん
阿賀町立上条保育園
出雲崎こども園
医療法人新光会　認可保育園きらら
医療法人崇徳会　ひまわり保育園
漆山保育園
大島保育園
小千谷市立東保育園
亀田カトリック幼稚園
加茂市立西加茂保育園
きららおひさまこども園
けさじろ保育園
五泉市立つくし保育園
佐渡市立新穂トキっ子保育園
三条市立塚野目保育所
紫雲寺保育園
聖籠こども園
清心保育園
第一保育園
たから保育園
田上町立竹の友幼児園
たんぽぽ保育園
燕市立小池保育園
津南町立上郷保育園
なかよし保育園
中郷保育園
中里なかよし保育園
中条すこやかこども園
名立たちばな保育園
新潟市立石山保育園
新潟市立漆山東保育園
新潟市立大通保育園
新潟市立金津保育園
新潟市立木崎保育園
新潟市立木場保育園
新潟市立第二曽野木保育園
新潟市立山潟保育園
新潟青陵幼稚園
新潟中央幼稚園
ひがし保育園
ひまわり保育園
双葉保育園
ふたば西保育園
ふたば東保育園
本量寺こども園
松之山保育園
まごころ保育園ひので
南魚沼市立石打保育園
妙高市立ひまわり保育園
弥彦村立二松保育園
八幡保育園
湯沢認定こども園
阿賀野市立安野小学校
阿賀野市立京ヶ瀬小学校
阿賀野市立水原小学校
出雲崎町立出雲崎小学校
糸魚川市立磯部小学校
糸魚川市立糸魚川東小学校
糸魚川市立西海小学校
糸魚川市立田沢小学校

糸魚川市立根知小学校
糸魚川市立南能生小学校
糸魚川市立大和川小学校
魚沼市立伊米ヶ崎小学校
魚沼市立小出小学校
小千谷市立和泉小学校
小千谷市立千田小学校
小千谷市立東小千谷小学校
小千谷市立東山小学校
小千谷市立南小学校
小千谷市立吉谷小学校
柏崎市立荒浜小学校
柏崎市立大洲小学校
柏崎市立柏崎小学校
柏崎市立鯖石小学校
柏崎市立新道小学校
柏崎市立田尻小学校
柏崎市立半田小学校
柏崎市立日吉小学校
柏崎市立二田小学校
柏崎市立比角小学校
柏崎市立枇杷島小学校
柏崎市立槇原小学校
加茂市立加茂南小学校
加茂市立須田小学校
刈羽村立刈羽小学校
五泉市立愛宕小学校
五泉市立五泉小学校
五泉市立橋田小学校
佐渡市立相川小学校
佐渡市立赤泊小学校
佐渡市立小木小学校
佐渡市立金井小学校
佐渡市立金泉小学校
佐渡市立加茂小学校
佐渡市立河崎小学校
佐渡市立七浦小学校
佐渡市立新穂小学校
佐渡市立八幡小学校
三条市立飯田小学校
三条市立井栗小学校
三条市立栄中央小学校
三条市立栄北小学校
三条市立笹岡小学校
三条市立西鱈田小学校
三条市立保内小学校
新発田市立加治川小学校
新発田市立佐々木小学校
新発田市立猿橋小学校
新発田市立紫雲寺小学校
新発田市立外ケ輪小学校
新発田市立東豊小学校
新発田市立七葉小学校
新発田市立東小学校
新発田市立藤塚小学校
新発田市立二葉小学校
新発田市立米子小学校
上越教育大学附属小学校
上越市立有田小学校
上越市立飯小学校
上越市立上杉小学校
上越市立大潟町小学校
上越市立大町小学校

上越市立大島小学校
上越市立大瀁小学校
上越市立春日小学校
上越市立春日新田小学校
上越市立北諏訪小学校
上越市立黒田小学校
上越市立国府小学校
上越市立古城小学校
上越市立高田西小学校
上越市立谷浜小学校
上越市立富岡小学校
上越市立直江津小学校
上越市立中郷小学校
上越市立保倉小学校
上越市立牧小学校
上越市立南本町小学校
上越市立美守小学校
上越市立明治小学校
上越市立安塚小学校
上越市立八千浦小学校
上越市立和田小学校
関川村立関川小学校
燕市立燕南小学校
燕市立燕北小学校
燕市立吉田小学校
燕市立吉田北小学校
燕市立吉田南小学校
燕市立小池小学校
燕市立島上小学校
燕市立分水北小学校
見附市立名木野小学校
胎内市立黒川小学校
田上町立田上小学校
津南町立芦ヶ崎小学校
津南町立津南小学校
十日町市立田沢小学校
十日町市立西小学校
十日町市立水沢小学校
十日町市立鎧島小学校
長岡市立浦瀬小学校
長岡市立大島小学校
長岡市立太田小学校
長岡市立桂小学校
長岡市立上川西小学校
長岡市立上塩小学校
長岡市立上組小学校
長岡市立神田小学校
長岡市立越路西小学校
長岡市立才津小学校
長岡市立下塩小学校
長岡市立下川西小学校
長岡市立千手小学校
長岡市立十日町小学校
長岡市立栃尾東小学校
長岡市立栃尾南小学校
長岡市立東谷小学校
長岡市立日越小学校
長岡市立日吉小学校
長岡市立富曽亀小学校
長岡市立深沢小学校
長岡市立福戸小学校
長岡市立宮内小学校
長岡市立宮本小学校

長岡市立山古志小学校
長岡市立与板小学校
長岡市立脇野町小学校
新潟市立阿賀小学校
新潟市立五十嵐小学校
新潟市立茨曽根小学校
新潟市立大形小学校
新潟市立大通小学校
新潟市立岡方第二小学校
新潟市立荻川小学校
新潟市立鏡淵小学校
新潟市立潟東小学校
新潟市立上山小学校
新潟市立亀田西小学校
新潟市立木崎小学校
新潟市立黒埼南小学校
新潟市立小合東小学校
新潟市立小針小学校
新潟市立紫竹山小学校
新潟市立小瀬小学校
新潟市立白根小学校
新潟市立立仏小学校
新潟市立中之口東小学校
新潟市立中野山小学校
新潟市立新潟小学校
新潟市立沼垂小学校
新潟市立浜浦小学校
新潟市立東中野山小学校
新潟市立牡丹山小学校
新潟市立巻北小学校
新潟市立巻南小学校
新潟市立松野尾小学校
新潟市立松浜小学校
新潟市立丸山小学校
新潟市立南中野山小学校
新潟大学附属長岡校園
村上市立朝日みどり小学校
村上市立岩船小学校
村上市立村上小学校
村上市立保内小学校
村上市立山辺里小学校
妙高市立新井北小学校
妙高市立妙高高原北小学校
弥彦村立弥彦小学校
阿賀野市立京ヶ瀬中学校
阿賀野市立水原中学校
阿賀町立三川中学校
出雲崎町立出雲崎中学校
魚沼市立堀之内中学校
魚沼市立湯之谷中学校
小千谷市立東小千谷中学校
柏崎市立鏡が沖中学校
柏崎市立第一中学校
柏崎市立第二中学校
柏崎市立第三中学校
柏崎市立第五中学校
柏崎市立東中学校
柏崎市立瑞穂中学校
柏崎市立南中学校
加茂市立七谷中学校
加茂市立若宮中学校
刈羽村立刈羽中学校
五泉市立五泉北中学校

五泉市立村松桜中学校
佐渡市立赤泊中学校
佐渡市立金井中学校
佐渡市立高千中学校
三条市立大崎学園
三条市立第一中学校
三条市立第四中学校
三条市立本成寺中学校
新発田市立加治川中学校
新発田市立川東中学校
新発田市立紫雲寺中学校
上越教育大学附属中学校
上越市立浦川原中学校
上越市立大島中学校
上越市立大潟町中学校
上越市立清里中学校
上越市立頸城中学校
上越市立中郷中学校
上越市立牧中学校
上越市立八千浦中学校
関川村立関川中学校
胎内市立乙中学校
胎内市立中条中学校
燕市立燕中学校
燕市立分水中学校
十日町市立下条中学校
十日町市立中里中学校
十日町市立南中学校
新潟県立柏崎翔洋中等教育学校
新潟県立直江津中等教育学校
新潟県立津南中等教育学校
新潟県立村上中等教育学校
新潟市立岩室中学校
新潟市立臼井中学校
新潟市立大江山中学校
新潟市立木崎中学校
新潟市立高志中等教育学校
新潟市立曽野木中学校
新潟市立新潟柳都中学校
新潟市立白新中学校
新潟市立巻東中学校
新潟市立宮浦中学校
新潟市立山潟中学校
新潟市立横越中学校
長岡市立秋葉中学校
長岡市立旭岡中学校
長岡市立太田中学校
長岡市立岡南中学校
長岡市立小国中学校
長岡市立川口中学校
長岡市立栖吉中学校
長岡市立関原中学校
長岡市立北辰中学校
長岡市立東中学校
長岡市立南中学校
長岡市立宮内中学校
長岡市立山古志中学校
長岡市立与板中学校
南魚沼市立六日町中学校
湯沢町立湯沢中学校
関根学園高等学校
新潟県立上越総合技術高等学校　
新潟県立阿賀野高等学校

新潟県立阿賀黎明高等学校
新潟県立荒川高等学校
新潟県立糸魚川高等学校
新潟県立柏崎工業高等学校
新潟県立小出高等学校
新潟県立五泉高等学校
新潟県立新発田高等学校
新潟県立新発田農業高等学校
新潟県立上越総合技術高等学校
新潟県立白根高等学校
新潟県立高田商業高等学校
新潟県立高田農業高等学校
新潟県立十日町高等学校
新潟県立豊栄高等学校
新潟県立中条高等学校
新潟県立長岡高等学校
新潟県立長岡商業高等学校
新潟県立長岡明徳高等学校
新潟県立新潟北高等学校
新潟県立新潟工業高等学校
新潟県立新潟商業高等学校
新潟県立新潟翠江高等学校
新潟県立新潟西高等学校
新潟県立新潟東高等学校
新潟県立新津工業高等学校
新潟県立西新発田高等学校
新潟県立羽茂高等学校
新潟県立八海高等学校
新潟県立分水高等学校
新潟県立堀之内高等学校
新潟県立巻高等学校
新潟県立松代高等学校
新潟県立見附高等学校
新潟県立村上桜ヶ丘高等学校
糸魚川市立ひすいの里総合学校
小千谷市立総合支援学校
十日町市立ふれあいの丘支援学校
新潟県立柏崎特別支援学校
新潟県立柏崎特別支援学校　のぎく分校
新潟県立川西高等特別支援学校
新潟県立小出特別支援学校
新潟県立駒林特別支援学校
新潟県立江南高等特別支援学校
新潟県立江南高等特別支援学校　川岸分校
新潟県立五泉特別支援学校
新潟県立佐渡特別支援学校　自立活動部
新潟県立新発田竹俣特別支援学校
新潟県立上越特別支援学校
新潟県立高田特別支援学校
新潟県立月ヶ岡特別支援学校
新潟県立長岡聾学校
新潟県立新潟盲学校
新潟県立西蒲高等特別支援学校
新潟県立はまぐみ特別支援学校
新潟県立東新潟特別支援学校
新潟県立村上特別支援学校
新潟県立吉田特別支援学校
新潟市立西特別支援学校
新潟市立東特別支援学校
新潟大学教育学部　附属特別支援学校
長岡市立高等総合支援学校
長岡市立総合支援学校
見附市立見附特別支援学校

南魚沼市立総合支援学校
妙高市立総合支援学校

新潟県肢体不自由児者父母の会連合会
小千谷市肢体不自由児者父母の会
柏崎市肢体不自由児者父母の会
（医）越南会　太陽・大地の家
（医）青山信愛会　
　地域活動支援センターはっぴぃ
（株）アレック北栄　
（株）クリーンセキュリティー
（株）訪問介護ひろはた
（福）いぶきサポート協会　ばんびくらぶ
（福）魚沼地域福祉会　なないろ
（福）魚沼地域福祉会　やいろの里
（福）加治川郷　大峰寮
（福）更生慈仁会
　新潟市発達障がい支援センターJOIN
（福）さくら園　居多さくら工房
（福）佐渡福祉会　まつはらの家
（福）佐渡福祉会　岩の平園
（福）佐渡福祉会　第二岩の平園
（福）さんわ福祉会
（福）しあわせ福祉会　愛らんど新穂
（福）自立生活福祉会
（福）十日町福祉会　なかまの家
（福）十日町福祉会　なごみの家
（福）上越福祉会　かなやの里ワークス
（福）上越福祉会　かなやの里療護園
（福）上越福祉会　つどいの郷
（福）上越福祉会　にしき園
（福）中越福祉会　みのわの里工房ますがた
（福）中越福祉会　みのわの里ようこそ
（福）桐鈴会　工房とんとん
（福）栃尾福祉会　障害者支援施設　守門の里
（福）栃尾福祉会　とちおワークス
（福）新潟みずほ福祉会　みのり園
（福）新潟みずほ福祉会　新潟みずほ園
（福）新潟県身体障害者団体連合会
（福）のぞみの家福祉会
　ジョブプレイスきぼうてらす
（福）白蓮福祉会　ワークセンターふぁみりー
（福）フレンドランド福祉会
（福）みずほ福祉会　おおらい
（福）雪国ボラントピア
　障害者支援施設マイトーラ
（福）南魚沼福祉会相談支援センター
　みなみうおぬ
（福）やまびこ会
（福）奴奈川福祉会
　支援センターささゆり
NPO法人　自活支援の会　Ｇ＆Ｔにいがた
NPO法人　春よこい
NPO法人　大杉の里
阿賀野市さくらの会作業所
阿賀野市社協　ヘルパーステーションぬくもり
アレック北栄　新津
一般社団法人　フジライフスマイル
一般社団法人　みらいず
いわくすの里職員親睦会
魚沼地区障害福祉組合
　魚沼学園・魚沼更生園

かきのみ園
加茂市ホームヘルパーステーション
ケアホームげじょう
工房はたや
済生会新潟　なでしこワークス
児童発達支援センターこころん
新発田市手をつなぐ育成会　ハローハロー
就業支援事業所　ふれんどり～ミルはまなす
就労移行支援事業所　らぼらほ
就労継続支援Ａ型　アンジュ
障がい者デイサポートセンター明日葉
障がい者支援センターひだまり工房
障がい者支援施設　松潟の園
障がい者就労継続支援Ａ型事業所　ローズ
障害者支援施設　かたくりの里
障害者支援施設　浦田の里
障害者支援施設　松波の里
障害者支援施設　第二平成園
障害者就業・生活支援センターさくら
障害福祉サービス事業所　しぶみ工房
障害福祉サービス事業所　みどりの家
聖籠町身体障害者団体福祉会
相談支援事業所　ごず
短期入所施設　桑の里
地域活動支援センター　自遊館・まほろば
地域生活支援センター　いこいの家
地域生活支援施設つどい
ツクイ新潟関屋
十日町市発達支援センター
長岡市柿が丘学園
新潟県障害者リハビリテーションセンター
新潟県中越福祉事務組合
新潟県要約筆記サークル連絡協議会
新潟市めいせいデイサポートセンター
新潟市社会福祉協議会
　西蒲区訪問介護センター
新潟市立明生園
ニチイケアセンター長岡末広
西蒲原福祉事務組合　やひこの里
羽ばたきヘルパーステーション
福祉事業所　いしやま
福祉事業所　ハーモニー
放課後等デイサービス事業所
　虹のオアシス
結屋
よつば（パン工房　よつば）
ワーカーズゆたか
ワークセンターあけぼの
ワークセンターこでまり

県警察本部　刑事部鑑識課
県警察本部　刑事部鑑識課
　　　　　　科学捜査研究所
県警察本部　刑事部機動捜査隊
県警察本部　刑事部組織犯罪対策
　　　　　　第一課
県警察本部　刑事部組織犯罪対策
　　　　　　第二課
県警察本部　刑事部捜査第一課
県警察本部　刑事部捜査第二課
県警察本部　刑事部捜査第三課
県警察本部　警備部外事課

県警察本部　警備部機動隊
県警察本部　警備部警備第一課
県警察本部　警備部警備第二課
県警察本部　警務部会計課
県警察本部　警務部監察官室
県警察本部　警務部教養課
県警察本部　警務部警務課
県警察本部　警務部広報広聴課
県警察本部　警務部厚生課
県警察本部　警務部情報管理課
県警察本部　警務部総務課
県警察本部　警務部装備施設課
県警察本部　警務部留置管理課
県警察本部　交通指導課　
県警察本部　交通部運転免許センター
県警察本部　交通部交通企画課
県警察本部　交通部交通機動隊
県警察本部　交通部交通規制課
県警察本部　交通部交通指導課
県警察本部　交通部高速道路交通警察隊
県警察本部　生活安全部
　　　　　　子供女性安全対策課
県警察本部　生活安全部少年課
県警察本部　生活安全部生活安全企画課
県警察本部　生活安全部生活保安課
県警察本部　地域部地域課
県警察本部　地域部通信指令課
県警察本部　地域部鉄道警察隊
県警察本部　刑事部刑事総務課
県警察本部　生活安全部　
　　　　　　サイバー犯罪対策課
秋葉警察署
阿賀野警察署
糸魚川警察署
小千谷警察署
柏崎警察署
加茂警察署
小出警察署
五泉警察署
江南警察署
三条警察署
新発田警察署
上越警察署
津川警察署
燕警察署
十日町警察署
長岡警察署
新潟警察署
新潟西警察署
新潟中央警察署
新潟東警察署
新潟南警察署
新潟北警察署
西蒲警察署
村上警察署
見附警察署
南魚沼警察署
妙高警察署
与板警察署
新潟県警察学校

阿賀野市役所　社会福祉課

粟島浦村役場　保健福祉課
糸魚川市福祉事務所
魚沼市役所
小千谷市役所　健康未来こども課
柏崎市役所
加茂市役所
佐渡市役所　相川支所
佐渡市役所
　佐和田行政サービスセンター
佐渡市役所
　畑野行政サービスセンター
三条市役所　福祉課
三条市役所　子育て支援課（栄庁舎分）
上越市大島区総合事務所
上越市清里区総合事務所
上越市三和区総合事務所
上越市中郷区総合事務所
上越市名立区総合事務所
上越市吉川区総合事務所
上越市役所　福祉部　福祉課
上越市役所　安塚区総合事務所
関川村役場
胎内市役所　福祉介護課
燕市役所　健康福祉部　社会福祉課
十日町市役所　川西支所　市民課
十日町市役所　中里支所
十日町市役所　福祉課
十日町市役所　松之山支所
十日町市役所　松代支所　市民課
長岡市役所　川口支所
長岡市役所　越路支所
長岡市役所　寺泊支所
長岡市役所　栃尾支所　市民生活課
長岡市役所　中之島支所
長岡市役所　福祉課
長岡市役所　与板支所
長岡市東サービスセンター
新潟市北区役所　北出張所
新潟市中央区東出張所
新潟市東区石山出張所
見附市役所　健康福祉課
村上市役所　福祉課　福祉政策室
南魚沼市役所　福祉課
弥彦村役場
柏崎市教育委員会　学校教育課
五泉市教育委員会
佐渡市教育委員会

（医）魚野会　
　ほんだ病院・介護老人保健施設　清流苑
（福）魚野福祉会　ケアハウスやまなみ
（福）儀平会
（福）ごまどう福祉会
（福）さくら園　さくらホーム
（福）苗場福祉会　
　ヘルパーステーションあおぞら
（福）苗場福祉会　
　健康倶楽部中子の森ヘルパーステーション
（福）長岡三古老人福祉会
（福）松代福祉会
生きがい広場地蔵堂
介護老人保健施設　ケアホーム三条

介護老人保健施設　新井愛広苑
介護老人保健施設　二王子
北半田デイサービスセンター
高齢者総合施設　縄文の杜　関原
合同会社　ヘルパーステーション光
新発田西地域包括支援センター
小規模多機能型居宅介護事業所
　ひよしの家
白根保健生活協同組合
　介護老人保健施設みずき苑
地域密着型複合施設　みやざわ苑
地域密着型複合施設わしま
デイサービスセンター　おおむろの丘
特別養護老人ホーム　あいれふ安塚
特別養護老人ホーム　あがの八雲苑
特別養護老人ホーム　うおの園
特別養護老人ホーム　うかじ園
特別養護老人ホーム　桐原の郷
特別養護老人ホーム　さくら聖母の園
特別養護老人ホーム　垂水の里
特別養護老人ホーム　つかのめの里
特別養護老人ホーム　はさぎの里
特別養護老人ホーム　羽衣園
特別養護老人ホーム　白鳥の里
特別養護老人ホーム　はやまの里
特別養護老人ホーム　ブナの里
特別養護老人ホーム　ペペ・メメール
特別養護老人ホーム　槇山けやき苑
特別養護老人ホーム　みやまの里
特別養護老人ホーム　桃山園
特別養護老人ホーム　ゆり花園
長岡市高齢者基幹地域包括支援センター
ヘルパーステーション悠々の杜岩室　
マミー・ケアサービス（有）
養護老人ホーム　あやめ寮
養護老人ホーム　ひめさゆり

阿賀野市老人クラブ連合会
魚沼市守門地区老人クラブ連合会
魚沼市堀之内地区老人クラブ連合会
三和区老人クラブ連合会
新発田市老人クラブ連合会　加治明生クラブ
上越市牧区老人クラブ連合会
上越市老人クラブ連合会
燕市吉田地区老人クラブ連合会
燕市分水地区老人クラブ連合会
燕地区老人クラブ連合会
長岡市老人クラブ連合会　川口支部
新穂地区老人クラブ連合会
西川地区老人クラブ協議会
牧区老人クラブ連合会　
松代老人クラブ連合会
村上地域老人クラブ連合会
　荒川支部老人クラブ連合会
羽茂地区長生会連合会
湯之谷地区老人クラブ連合会

（医）愛広会　本部
（医）愛広会　新潟リハビリテーション病院
（医）敬愛会　末広橋病院
（医）健進会　新津医療センター病院

（医）真仁会　南部郷厚生病院
（医）新成医会
　総合リハビリテーションセンターみどり病院
（医）崇徳会　田宮病院
（医）青松会
（医）泰庸会　新潟脳外科病院
（医）知命堂病院
（医）美郷会　西蒲中央病院
（医社）共生会　中条中央病院
（医社）仁和会　聖園病院
（医社）M&Bコラボレーション　北越病院
（財）新潟県地域医療推進機構
　魚沼基幹病院
（社医）桑名恵風会　桑名病院
（社医）仁愛会　新潟中央病院
（福）恩賜財団済生会支部
　新潟県済生会三条病院
ＪＡ新潟厚生連　糸魚川総合病院
ＪＡ新潟厚生連　柏崎総合医療センター
ＪＡ新潟厚生連　三条総合病院
ＪＡ新潟厚生連　上越総合病院
ＪＡ新潟厚生連　瀬波病院
ＪＡ新潟厚生連　豊栄病院
ＪＡ新潟厚生連　長岡中央綜合病院
魚沼市国民健康保険守門診療所
魚沼市立堀之内医療センター
五泉中央病院
信楽園病院　
立川メディカルセンター　悠遊健康村病院
津南町立津南病院
新潟県厚生連村上総合病院
新潟県立柿崎病院
新潟県立加茂病院
新潟県立がんセンター新潟病院
新潟県立坂町病院
新潟県立新発田病院
新潟県立精神医療センター
新潟県立津川病院
新潟県立中央病院
新潟県立松代病院
新潟県立妙高病院
新潟県立リウマチセンター
新潟県立吉田病院
新潟市民病院
新潟手の外科研究所病院
長岡赤十字病院
長岡中央綜合病院　
日本歯科大学新潟病院
脳神経センター　阿賀野病院
白美会　白根大通病院
三島病院　
南魚沼市民病院

五十公野土地改良区
小千谷土地改良区
加治郷土地改良区
亀田郷土地改良区
刈谷田川土地改良区
川西土地改良区
国府川左岸土地改良区
白根郷土地改良区
十全土地改良区

関川水系土地改良区
津南郷土地改良区
豊浦郷土地改良区
西蒲原土地改良区
水上土地改良区
吉川土地改良区

糸魚川公共職業安定所
柏崎公共職業安定所
佐渡公共職業安定所
三条公共職業安定所
新発田公共職業安定所
上越公共職業安定所
十日町公共職業安定所
長岡公共職業安定所
長岡公共職業安定所　小千谷出張所
新潟公共職業安定所
新津公共職業安定所
巻公共職業安定所
村上公共職業安定所
南魚沼公共職業安定所
南魚沼公共職業安定所　小出出張所
日本年金機構　柏崎年金事務所
日本年金機構　三条年金事務所
日本年金機構　新発田年金事務所
日本年金機構　上越年金事務所
日本年金機構　新潟西年金事務所
日本年金機構　六日町年金機構

（株）第四北越銀行　新井支店
（株）第四北越銀行　粟山支店
（株）第四北越銀行　出雲崎支店
（株）第四北越銀行　板倉支店
（株）第四北越銀行　大野支店
（株）第四北越銀行　荻川支店
（株）第四北越銀行　柿崎支店
（株）第四北越銀行　柏崎支店
（株）第四北越銀行　片貝支店
（株）第四北越銀行　監査部
（株）第四北越銀行　神田支店
（株）第四北越銀行　北浦和支店
（株）第四北越銀行　県庁支店
（株）第四北越銀行　河渡支店
（株）第四北越銀行　五泉支店
（株）第四北越銀行　小須戸支店
（株）第四北越銀行　小針が丘支店
（株）第四北越銀行　小針支店
（株）第四北越銀行
　コンサルティング事業部
（株）第四北越銀行　コンタクトセンター
（株）第四北越銀行　坂井支店
（株）第四北越銀行　佐和田中央支店
（株）第四北越銀行　三条支店
（株）第四北越銀行　システム部
（株）第四北越銀行　新発田西支店
（株）第四北越銀行　島崎支店
（株）第四北越銀行　事業開発企画部
（株）第四北越銀行　事務サービス部
（株）第四北越銀行　事務サポート部
（株）第四北越銀行　事務統括部
（株）第四北越銀行　上越市役所出張所

（株）第四北越銀行　水原支店
（株）第四北越銀行　千手支店
（株）第四北越銀行　総合企画部
（株）第四北越銀行　高田営業部
（株）第四北越銀行　月潟支店
（株）第四北越銀行　津川支店
（株）第四北越銀行　津南支店
（株）第四北越銀行　燕支店
（株）第四北越銀行　燕南支店
（株）第四北越銀行　寺泊支店
（株）第四北越銀行
　出来島コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　十日町支店
（株）第四北越銀行　十日町中央支店
（株）第四北越銀行　東京事務所
（株）第四北越銀行　東港支店
（株）第四北越銀行　直江津支店
（株）第四北越銀行　直江津中央支店
（株）第四北越銀行　直江津西支店
（株）第四北越銀行　中山支店
（株）第四北越銀行　中条支店　
（株）第四北越銀行
　長岡コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　長岡西支店
（株）第四北越銀行　長岡秘書室
（株）第四北越銀行　長岡本店営業部
（株）第四北越銀行　長岡ミドルオフィス
（株）第四北越銀行　長野営業所
（株）第四北越銀行　新潟駅南支店
（株）第四北越銀行　新潟市役所出張所
（株）第四北越銀行
　新潟東コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　新津支店
（株）第四北越銀行　西川支店
（株）第四北越銀行　沼垂支店
（株）第四北越銀行　古町支店
（株）第四北越銀行　分水支店
（株）第四北越銀行　平島支店
（株）第四北越銀行
　本店営業部　資金課
（株）第四北越銀行
　本店営業部　総務課
（株）第四北越銀行
　本店営業部　法人営業第１課
（株）第四北越銀行　まごころの会
（株）第四北越銀行　巻支店
（株）第四北越銀行　松代支店
（株）第四北越銀行　松浜支店
（株）第四北越銀行　南高田支店
（株）第四北越銀行　南新潟支店
（株）第四北越銀行　リスク統括部
（株）第四北越銀行　両津支店
（株）第四北越銀行　大和支店
（株）富有社　上越支店
第四ディーシーカード（株）
第四信用保証（株）

（株）越配
（株）新潟クボタ　小出営業所
（株）帆苅組
（株）ほしゆう
オートサービスノア

Keep　Smiling
北日本防災警備（株）　
たかやま調剤薬局
中越運送（株）
　三条ロジスティクスセンター
東器産業株式会社
にいがた住宅センター　
新潟日報社
濃飛西濃運輸（株）上越支店
松喜合資会社
麺工房桐生　
歴世礦油株式会社
山昭酒店　
山陽技術コンサルタンツ（株）
公立大学法人　新潟県立大学
事業創造大学院大学
新潟経営大学
新潟県農業大学校
新潟リハビリテーション大学
学校法人国際総合学園
　日本アニメ・マンガ専門学校
学校法人北都健勝学園
　新潟看護医療専門学校
国際こども・福祉カレッジ
国際メディカル専門学校
国際調理製菓専門学校
佐渡保育専門学校
三条看護・医療・歯科衛生専門学校
三条市医師会　准看護学院
新発田北蒲原准看護学院
長岡崇徳福祉専門学校
長岡赤十字看護専門学校
新潟医療福祉カレッジ
新潟看護医療専門学校　村上校
新潟県立十日町看護専門学校
新潟こども医療専門学校
新潟こども保育カレッジ
新潟柔整専門学校
（一財）にいがた住宅センター
（一財）下越総合健康開発センター
（一財）新潟県連合遺族会
（公社）新潟県看護協会
　訪問看護ステーションにいがた
（公財）新潟県下水道公社
（公財）新潟県下水道公社　長岡支所
（公財）新潟県下水道公社　新井郷川支所
（公財）新潟県下水道公社　新津支所
（公財）新潟県下水道公社　西川支所
（公財）新潟県下水道公社　堀之内支所
（公財）新潟県下水道公社　六日町支所
（公社）新潟県看護協会
（公財）新潟県交通安全協会
（公財）新潟県女性財団
（公財）真柄福祉財団
NPO法人　希望の会福祉会
燕市アーチェリー協会
新潟WBC　ジュニア
新潟ライオンズクラブ
新潟県厚生農業協同組合連合会
新潟県市長会
新潟県町村会
日本赤十字社新潟県支部
魚沼市消防本部

新発田地域広域事務組合消防本部
十日町地域消防本部
長岡市消防本部　警防課
長岡消防署　新町出張所
長岡消防署　関原出張所
見附市消防本部
魚沼市立小出郷図書館
十日町情報館　
長岡市立中央図書館
新潟県立図書館
新潟市立新津図書館
国土交通省　北陸信越運輸局
航空自衛隊　佐渡分屯基地
陸上自衛隊　新発田駐屯地
航空自衛隊　新潟救難隊

日本郵便（株）　信越支社
あかね町郵便局
阿賀野郵便局
新井学校町郵便局
新井郵便局
荒井浜郵便局
粟生津郵便局
粟島郵便局
イオンモール新潟南郵便局
岩船郵便局
越後広田郵便局
大河津郵便局
大島郵便局
大長谷郵便局
柏崎郵便局
加治駅前郵便局
河崎郵便局
金塚郵便局
川口郵便局
乙郵便局
黒川郵便局
五泉郵便局
五泉下町郵便局
紫雲寺郵便局
白根中央通郵便局
新松崎郵便局
関屋本村郵便局　
千田郵便局
曽野木郵便局
高田栄町郵便局
築地郵便局
鼓岡郵便局
寺泊郵便局
天王郵便局
十日町郵便局
栃堀郵便局
豊栄早通郵便局
直江津郵便局
中条郵便局
中頸城旭郵便局
中野小屋郵便局
長岡四郎丸郵便局
長岡西郵便局
名立郵便局
新潟秋葉町郵便局
新潟礎町郵便局

新潟太平郵便局
新潟大山郵便局
新潟上所郵便局
新潟県庁内郵便局
新潟下所島郵便局
新潟関屋本村郵便局
新潟中央郵便局
新潟中郵便局
新潟白山浦郵便局
新潟東中通郵便局
新潟堀之内郵便局
新潟竜ヶ島郵便局
新関郵便局
新津田家郵便局
新保郵便局
西川郵便局
松浜郵便局
見附郵便局
三川郵便局
村上郵便局
桃崎浜郵便局
万代シティ郵便局
平木田駅前郵便局
藤塚浜郵便局
分水郵便局
分田郵便局
山二ツ郵便局

（福）新潟県社会福祉協議会
（福）魚沼市社会福祉協議会
（福）小千谷市社会福祉協議会
（福）刈羽村社会福祉協議会
（福）佐渡市社会福祉協議会
（福）佐渡市社会福祉協議会　羽茂支所
（福）佐渡市社会福祉協議会　佐和田支所
（福）佐渡市社会福祉協議会　両津支所
（福）三条市社会福祉協議会
（福）新発田市社会福祉協議会
（福）上越市社会福祉協議会　板倉支所
（福）上越市社会福祉協議会　浦川原支所
（福）上越市社会福祉協議会　大潟支所
（福）上越市社会福祉協議会　大島支所
（福）上越市社会福祉協議会　柿崎支所
（福）上越市社会福祉協議会　三和支所
（福）上越市社会福祉協議会　名立支所
（福）聖籠町社会福祉協議会
（福）関川村社会福祉協議会
（福）胎内市社会福祉協議会
（福）田上町社会福祉協議会
（福）十日町市社会福祉協議会
（福）新潟市社会福祉協議会
（福）長岡市社会福祉協議会
（福）長岡市社会福祉協議会
　介護サービス課
（福）長岡市社会福祉協議会　川口支所
（福）長岡市社会福祉協議会　寺泊支所
（福）長岡市社会福祉協議会　栃尾支所
（福）南魚沼市社会福祉協議会
（福）村上市社会福祉協議会
（福）村上市社会福祉協議会　山北支所
（福）村上市社会福祉協議会　朝日支所
（福）湯沢町社会福祉協議会

糸魚川子育て支援センター
神林学童保育所
木戸ひまわりクラブ
地域子育て支援センター　おおぞら吉井
富曽亀第２児童クラブ
横越ひまわりクラブ第１

県糸魚川地域振興局　健康福祉部　
県糸魚川地域振興局　地域整備部
県糸魚川地域振興局　農林振興部
県魚沼地域振興局　企画振興部
県魚沼地域振興局　健康福祉部
県魚沼地域振興局　地域整備部
県魚沼地域振興局　農業振興部
県柏崎地域振興局　企画振興部
県柏崎地域振興局　健康福祉部
県柏崎地域振興局　地域整備部
県柏崎地域振興局　農業振興部
県佐渡地域振興局　企画振興部
県佐渡地域振興局　県税部
県佐渡地域振興局　健康福祉環境部
県佐渡地域振興局　地域整備部
県佐渡地域振興局　地域整備部（港湾空港）
県佐渡地域振興局　農地庁舎
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（農政）
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（林業）
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（水産庁舎）
県三条地域振興局　企画振興部
県三条地域振興局　健康福祉環境部
県三条地域振興局　県税部
県三条地域振興局　地域整備部
県三条地域振興局　農業振興部
県新発田地域振興局　企画振興部
県新発田地域振興局　健康福祉環境部
県新発田地域振興局　県税部
県新発田地域振興局　地域整備部
県新発田地域振興局　農業振興部
県新発田地域振興局　農村整備部
県上越地域振興局　農林振興部　
県上越地域振興局　企画振興部
県上越地域振興局　健康福祉環境部
県上越地域振興局　県税部
県上越地域振興局
　地域整備部　上越東維持管理事務所
県上越地域振興局　地域整備部
県上越地域振興局　直江津港湾事務所
県上越地域振興局　農林振興部
県上越地域振興局
　農林振興部　上越東農林事務所
県上越地域振興局　妙高砂防事務所
県十日町地域振興局　企画振興部
県十日町地域振興局　健康福祉部
県十日町地域振興局　地域整備部
県十日町地域振興局　農業振興部
県新潟地域振興局　企画振興部
県新潟地域振興局　健康福祉部
県新潟地域振興局　県税部
県新潟地域振興局　地域整備部

県新潟地域振興局　津川地区振興事務所
県新潟地域振興局　新潟港湾事務所
県新潟地域新興局　農林振興部
県新潟地域振興局　新津地域整備部
県新潟地域振興局　巻農業振興部
県村上地域振興局　企画振興部
県村上地域振興局　健康福祉部
県村上地域振興局　地域整備部
県村上地域振興局　農林振興部
県長岡地域振興局　企画振興部
県長岡地域振興局　健康福祉環境部
県長岡地域振興局　県税部
県長岡地域振興局　地域整備部
県長岡地域振興局
　地域整備部　小千谷維持管理事務所
県長岡地域振興局
　地域整備部　与板維持管理事務所
県長岡地域振興局　農林振興部
県南魚沼地域振興局　企画振興部
県南魚沼地域振興局　県税部
県南魚沼地域振興局　地域整備部
県南魚沼地域振興局　農林振興部
県教育庁　上越教育事務所
県教育庁　中越教育事務所
県教育庁　下越教育事務所
県新発田食肉衛生検査センター
県森林研究所
県水産海洋研究所
県水産海洋研究所
　佐渡水産技術センター
県中越家畜保健衛生所
県下越家畜保健衛生所
県中央家畜保健衛生所
県中央家畜保健衛生所　佐渡支所
県中央福祉相談センター
県長岡食肉衛生検査センター
県農業総合研究所
県農業総合研究所
　園芸研究センター
県農業総合研究所
　高冷地農業技術センター
県農業総合研究所
　佐渡農業技術センター
県農業総合研究所
　食品研究センター
県農業総合研究所
　畜産研究センター
県農業総合研究所
　中山間地農業技術センター
県工業技術総合研究所
県工業技術総合研究所
　県央技術支援センター
県工業技術総合研究所
　上越技術支援センター
県工業技術総合研究所
　素材応用技術支援センター
県工業技術総合研究所
　中越技術支援センター
県放射線監視センター
県立魚沼テクノスクール
県立三条テクノスクール
県立上越テクノスクール
県立新潟テクノスクール

県立生涯学習推進センター
県立歴史博物館
新潟県コロニーにいがた白岩の里
新潟県計量検定所
新潟県佐渡トキ保護センター
新潟県自治研修所
新潟県少年自然の家
新潟県消費生活センター
新潟県新潟学園
新潟県精神保健福祉協会
新潟県はまぐみ小児療育センター
新潟県保健環境科学研究所
新潟県妙法育成牧場
新潟県流域下水道事務所
新潟県立教育センター
新潟県立近代美術館
新潟県内水面水産試験場
（福）しあわせ福祉会　新潟県新星学園

県監査委員事務局
県観光文化スポーツ部　観光企画課
県観光文化スポーツ部
　国際観光推進課
県観光文化スポーツ部　スポーツ課
県企業局　施設課
県企業局　総務課
県企業局　営業企画課
県議会事務局
県教育庁　義務教育課
県教育庁　高等学校教育課
県教育庁　財務課
県教育庁　生涯学習推進課
県教育庁　総務課
県教育庁　福利課
県教育庁　文化行政課
県環境局　環境対策課
県県民生活・環境部　環境企画課
県県民生活・環境部　廃棄物対策課
県県民生活・環境部　文化振興課
県交通政策局　空港課
県交通政策局　交通政策課
県交通政策局　港湾整備課
県産業労働部　産業政策課　
県産業労働部　産業立地課
県産業労働部　雇用能力開発課
県産業労働部　しごと定住促進課
県産業労働部　地域産業振興課
県産業労働部
　創業・イノベーション推進課
県出納局　管理課
県総務部　県民生活課
県総務部　管財課
県総務部　管財課　通信管理室
県総務部　行政改革課
県総務部　財政課
県総務部　市町村課
県総務部　人事課
県総務部　税務課
県総務部　大学・私学振興課
県総務部　統計課
県総務部　法務文書課
県人事委員会事務局　総務課

県知事政策局　ICT推進課
県知事政策局　広報広聴課
県知事政策局　国際課
県知事政策局　政策企画課
県知事政策局　地域政策課
県知事政策局　政策企画課　　　　
男女平等・共同参画推進室
県知事政策局　秘書課
県土木部　河川管理課
県土木部　河川整備課
県土木部　監理課
県土木部　技術管理課
県土木部　砂防課
県土木部　道路管理課
県土木部　道路建設課
県土木部　用地・土地利用課
県土木部都市局　営繕課
県土木部都市局　下水道課
県土木部都市局　建築住宅課
県土木部都市局　都市整備課
県土木部都市局　都市政策課
県農地部　農村環境課
県農地部　農地管理課
県農地部　農地計画課
県農地部　農地建設課
県農地部　農地整備課
県農林水産部　漁港課
県農林水産部　経営普及課
県農林水産部　食品・流通課
県農林水産部　水産課
県農林水産部　地域農政推進課
県農林水産部　治山課　
県農林水産部　畜産課
県農林水産部　農業総務課
県農林水産部　農産園芸課
県農林水産部　林政課
県病院局
県福祉保健部
　医師・看護職員確保対策課
県福祉保健部　感染症対策・薬務課
県福祉保健部　健康づくり支援課
県福祉保健部　高齢福祉保健課
県福祉保健部　国保・福祉指導課
県福祉保健部　子ども家庭課
県福祉保健部　障害福祉課
県福祉保健部　生活衛生課
県福祉保健部　地域医療政策課
県福祉保健部　福祉保健総務課
県防災局　原子力安全対策課
県防災局　消防課
県防災局　防災企画課
県労働委員会事務局



新潟県保育士会
あすなろこどもえん
阿賀町立上条保育園
出雲崎こども園
医療法人新光会　認可保育園きらら
医療法人崇徳会　ひまわり保育園
漆山保育園
大島保育園
小千谷市立東保育園
亀田カトリック幼稚園
加茂市立西加茂保育園
きららおひさまこども園
けさじろ保育園
五泉市立つくし保育園
佐渡市立新穂トキっ子保育園
三条市立塚野目保育所
紫雲寺保育園
聖籠こども園
清心保育園
第一保育園
たから保育園
田上町立竹の友幼児園
たんぽぽ保育園
燕市立小池保育園
津南町立上郷保育園
なかよし保育園
中郷保育園
中里なかよし保育園
中条すこやかこども園
名立たちばな保育園
新潟市立石山保育園
新潟市立漆山東保育園
新潟市立大通保育園
新潟市立金津保育園
新潟市立木崎保育園
新潟市立木場保育園
新潟市立第二曽野木保育園
新潟市立山潟保育園
新潟青陵幼稚園
新潟中央幼稚園
ひがし保育園
ひまわり保育園
双葉保育園
ふたば西保育園
ふたば東保育園
本量寺こども園
松之山保育園
まごころ保育園ひので
南魚沼市立石打保育園
妙高市立ひまわり保育園
弥彦村立二松保育園
八幡保育園
湯沢認定こども園
阿賀野市立安野小学校
阿賀野市立京ヶ瀬小学校
阿賀野市立水原小学校
出雲崎町立出雲崎小学校
糸魚川市立磯部小学校
糸魚川市立糸魚川東小学校
糸魚川市立西海小学校
糸魚川市立田沢小学校

糸魚川市立根知小学校
糸魚川市立南能生小学校
糸魚川市立大和川小学校
魚沼市立伊米ヶ崎小学校
魚沼市立小出小学校
小千谷市立和泉小学校
小千谷市立千田小学校
小千谷市立東小千谷小学校
小千谷市立東山小学校
小千谷市立南小学校
小千谷市立吉谷小学校
柏崎市立荒浜小学校
柏崎市立大洲小学校
柏崎市立柏崎小学校
柏崎市立鯖石小学校
柏崎市立新道小学校
柏崎市立田尻小学校
柏崎市立半田小学校
柏崎市立日吉小学校
柏崎市立二田小学校
柏崎市立比角小学校
柏崎市立枇杷島小学校
柏崎市立槇原小学校
加茂市立加茂南小学校
加茂市立須田小学校
刈羽村立刈羽小学校
五泉市立愛宕小学校
五泉市立五泉小学校
五泉市立橋田小学校
佐渡市立相川小学校
佐渡市立赤泊小学校
佐渡市立小木小学校
佐渡市立金井小学校
佐渡市立金泉小学校
佐渡市立加茂小学校
佐渡市立河崎小学校
佐渡市立七浦小学校
佐渡市立新穂小学校
佐渡市立八幡小学校
三条市立飯田小学校
三条市立井栗小学校
三条市立栄中央小学校
三条市立栄北小学校
三条市立笹岡小学校
三条市立西鱈田小学校
三条市立保内小学校
新発田市立加治川小学校
新発田市立佐々木小学校
新発田市立猿橋小学校
新発田市立紫雲寺小学校
新発田市立外ケ輪小学校
新発田市立東豊小学校
新発田市立七葉小学校
新発田市立東小学校
新発田市立藤塚小学校
新発田市立二葉小学校
新発田市立米子小学校
上越教育大学附属小学校
上越市立有田小学校
上越市立飯小学校
上越市立上杉小学校
上越市立大潟町小学校
上越市立大町小学校

上越市立大島小学校
上越市立大瀁小学校
上越市立春日小学校
上越市立春日新田小学校
上越市立北諏訪小学校
上越市立黒田小学校
上越市立国府小学校
上越市立古城小学校
上越市立高田西小学校
上越市立谷浜小学校
上越市立富岡小学校
上越市立直江津小学校
上越市立中郷小学校
上越市立保倉小学校
上越市立牧小学校
上越市立南本町小学校
上越市立美守小学校
上越市立明治小学校
上越市立安塚小学校
上越市立八千浦小学校
上越市立和田小学校
関川村立関川小学校
燕市立燕南小学校
燕市立燕北小学校
燕市立吉田小学校
燕市立吉田北小学校
燕市立吉田南小学校
燕市立小池小学校
燕市立島上小学校
燕市立分水北小学校
見附市立名木野小学校
胎内市立黒川小学校
田上町立田上小学校
津南町立芦ヶ崎小学校
津南町立津南小学校
十日町市立田沢小学校
十日町市立西小学校
十日町市立水沢小学校
十日町市立鎧島小学校
長岡市立浦瀬小学校
長岡市立大島小学校
長岡市立太田小学校
長岡市立桂小学校
長岡市立上川西小学校
長岡市立上塩小学校
長岡市立上組小学校
長岡市立神田小学校
長岡市立越路西小学校
長岡市立才津小学校
長岡市立下塩小学校
長岡市立下川西小学校
長岡市立千手小学校
長岡市立十日町小学校
長岡市立栃尾東小学校
長岡市立栃尾南小学校
長岡市立東谷小学校
長岡市立日越小学校
長岡市立日吉小学校
長岡市立富曽亀小学校
長岡市立深沢小学校
長岡市立福戸小学校
長岡市立宮内小学校
長岡市立宮本小学校

長岡市立山古志小学校
長岡市立与板小学校
長岡市立脇野町小学校
新潟市立阿賀小学校
新潟市立五十嵐小学校
新潟市立茨曽根小学校
新潟市立大形小学校
新潟市立大通小学校
新潟市立岡方第二小学校
新潟市立荻川小学校
新潟市立鏡淵小学校
新潟市立潟東小学校
新潟市立上山小学校
新潟市立亀田西小学校
新潟市立木崎小学校
新潟市立黒埼南小学校
新潟市立小合東小学校
新潟市立小針小学校
新潟市立紫竹山小学校
新潟市立小瀬小学校
新潟市立白根小学校
新潟市立立仏小学校
新潟市立中之口東小学校
新潟市立中野山小学校
新潟市立新潟小学校
新潟市立沼垂小学校
新潟市立浜浦小学校
新潟市立東中野山小学校
新潟市立牡丹山小学校
新潟市立巻北小学校
新潟市立巻南小学校
新潟市立松野尾小学校
新潟市立松浜小学校
新潟市立丸山小学校
新潟市立南中野山小学校
新潟大学附属長岡校園
村上市立朝日みどり小学校
村上市立岩船小学校
村上市立村上小学校
村上市立保内小学校
村上市立山辺里小学校
妙高市立新井北小学校
妙高市立妙高高原北小学校
弥彦村立弥彦小学校
阿賀野市立京ヶ瀬中学校
阿賀野市立水原中学校
阿賀町立三川中学校
出雲崎町立出雲崎中学校
魚沼市立堀之内中学校
魚沼市立湯之谷中学校
小千谷市立東小千谷中学校
柏崎市立鏡が沖中学校
柏崎市立第一中学校
柏崎市立第二中学校
柏崎市立第三中学校
柏崎市立第五中学校
柏崎市立東中学校
柏崎市立瑞穂中学校
柏崎市立南中学校
加茂市立七谷中学校
加茂市立若宮中学校
刈羽村立刈羽中学校
五泉市立五泉北中学校

五泉市立村松桜中学校
佐渡市立赤泊中学校
佐渡市立金井中学校
佐渡市立高千中学校
三条市立大崎学園
三条市立第一中学校
三条市立第四中学校
三条市立本成寺中学校
新発田市立加治川中学校
新発田市立川東中学校
新発田市立紫雲寺中学校
上越教育大学附属中学校
上越市立浦川原中学校
上越市立大島中学校
上越市立大潟町中学校
上越市立清里中学校
上越市立頸城中学校
上越市立中郷中学校
上越市立牧中学校
上越市立八千浦中学校
関川村立関川中学校
胎内市立乙中学校
胎内市立中条中学校
燕市立燕中学校
燕市立分水中学校
十日町市立下条中学校
十日町市立中里中学校
十日町市立南中学校
新潟県立柏崎翔洋中等教育学校
新潟県立直江津中等教育学校
新潟県立津南中等教育学校
新潟県立村上中等教育学校
新潟市立岩室中学校
新潟市立臼井中学校
新潟市立大江山中学校
新潟市立木崎中学校
新潟市立高志中等教育学校
新潟市立曽野木中学校
新潟市立新潟柳都中学校
新潟市立白新中学校
新潟市立巻東中学校
新潟市立宮浦中学校
新潟市立山潟中学校
新潟市立横越中学校
長岡市立秋葉中学校
長岡市立旭岡中学校
長岡市立太田中学校
長岡市立岡南中学校
長岡市立小国中学校
長岡市立川口中学校
長岡市立栖吉中学校
長岡市立関原中学校
長岡市立北辰中学校
長岡市立東中学校
長岡市立南中学校
長岡市立宮内中学校
長岡市立山古志中学校
長岡市立与板中学校
南魚沼市立六日町中学校
湯沢町立湯沢中学校
関根学園高等学校
新潟県立上越総合技術高等学校　
新潟県立阿賀野高等学校

新潟県立阿賀黎明高等学校
新潟県立荒川高等学校
新潟県立糸魚川高等学校
新潟県立柏崎工業高等学校
新潟県立小出高等学校
新潟県立五泉高等学校
新潟県立新発田高等学校
新潟県立新発田農業高等学校
新潟県立上越総合技術高等学校
新潟県立白根高等学校
新潟県立高田商業高等学校
新潟県立高田農業高等学校
新潟県立十日町高等学校
新潟県立豊栄高等学校
新潟県立中条高等学校
新潟県立長岡高等学校
新潟県立長岡商業高等学校
新潟県立長岡明徳高等学校
新潟県立新潟北高等学校
新潟県立新潟工業高等学校
新潟県立新潟商業高等学校
新潟県立新潟翠江高等学校
新潟県立新潟西高等学校
新潟県立新潟東高等学校
新潟県立新津工業高等学校
新潟県立西新発田高等学校
新潟県立羽茂高等学校
新潟県立八海高等学校
新潟県立分水高等学校
新潟県立堀之内高等学校
新潟県立巻高等学校
新潟県立松代高等学校
新潟県立見附高等学校
新潟県立村上桜ヶ丘高等学校
糸魚川市立ひすいの里総合学校
小千谷市立総合支援学校
十日町市立ふれあいの丘支援学校
新潟県立柏崎特別支援学校
新潟県立柏崎特別支援学校　のぎく分校
新潟県立川西高等特別支援学校
新潟県立小出特別支援学校
新潟県立駒林特別支援学校
新潟県立江南高等特別支援学校
新潟県立江南高等特別支援学校　川岸分校
新潟県立五泉特別支援学校
新潟県立佐渡特別支援学校　自立活動部
新潟県立新発田竹俣特別支援学校
新潟県立上越特別支援学校
新潟県立高田特別支援学校
新潟県立月ヶ岡特別支援学校
新潟県立長岡聾学校
新潟県立新潟盲学校
新潟県立西蒲高等特別支援学校
新潟県立はまぐみ特別支援学校
新潟県立東新潟特別支援学校
新潟県立村上特別支援学校
新潟県立吉田特別支援学校
新潟市立西特別支援学校
新潟市立東特別支援学校
新潟大学教育学部　附属特別支援学校
長岡市立高等総合支援学校
長岡市立総合支援学校
見附市立見附特別支援学校

南魚沼市立総合支援学校
妙高市立総合支援学校

新潟県肢体不自由児者父母の会連合会
小千谷市肢体不自由児者父母の会
柏崎市肢体不自由児者父母の会
（医）越南会　太陽・大地の家
（医）青山信愛会　
　地域活動支援センターはっぴぃ
（株）アレック北栄　
（株）クリーンセキュリティー
（株）訪問介護ひろはた
（福）いぶきサポート協会　ばんびくらぶ
（福）魚沼地域福祉会　なないろ
（福）魚沼地域福祉会　やいろの里
（福）加治川郷　大峰寮
（福）更生慈仁会
　新潟市発達障がい支援センターJOIN
（福）さくら園　居多さくら工房
（福）佐渡福祉会　まつはらの家
（福）佐渡福祉会　岩の平園
（福）佐渡福祉会　第二岩の平園
（福）さんわ福祉会
（福）しあわせ福祉会　愛らんど新穂
（福）自立生活福祉会
（福）十日町福祉会　なかまの家
（福）十日町福祉会　なごみの家
（福）上越福祉会　かなやの里ワークス
（福）上越福祉会　かなやの里療護園
（福）上越福祉会　つどいの郷
（福）上越福祉会　にしき園
（福）中越福祉会　みのわの里工房ますがた
（福）中越福祉会　みのわの里ようこそ
（福）桐鈴会　工房とんとん
（福）栃尾福祉会　障害者支援施設　守門の里
（福）栃尾福祉会　とちおワークス
（福）新潟みずほ福祉会　みのり園
（福）新潟みずほ福祉会　新潟みずほ園
（福）新潟県身体障害者団体連合会
（福）のぞみの家福祉会
　ジョブプレイスきぼうてらす
（福）白蓮福祉会　ワークセンターふぁみりー
（福）フレンドランド福祉会
（福）みずほ福祉会　おおらい
（福）雪国ボラントピア
　障害者支援施設マイトーラ
（福）南魚沼福祉会相談支援センター
　みなみうおぬ
（福）やまびこ会
（福）奴奈川福祉会
　支援センターささゆり
NPO法人　自活支援の会　Ｇ＆Ｔにいがた
NPO法人　春よこい
NPO法人　大杉の里
阿賀野市さくらの会作業所
阿賀野市社協　ヘルパーステーションぬくもり
アレック北栄　新津
一般社団法人　フジライフスマイル
一般社団法人　みらいず
いわくすの里職員親睦会
魚沼地区障害福祉組合
　魚沼学園・魚沼更生園

かきのみ園
加茂市ホームヘルパーステーション
ケアホームげじょう
工房はたや
済生会新潟　なでしこワークス
児童発達支援センターこころん
新発田市手をつなぐ育成会　ハローハロー
就業支援事業所　ふれんどり～ミルはまなす
就労移行支援事業所　らぼらほ
就労継続支援Ａ型　アンジュ
障がい者デイサポートセンター明日葉
障がい者支援センターひだまり工房
障がい者支援施設　松潟の園
障がい者就労継続支援Ａ型事業所　ローズ
障害者支援施設　かたくりの里
障害者支援施設　浦田の里
障害者支援施設　松波の里
障害者支援施設　第二平成園
障害者就業・生活支援センターさくら
障害福祉サービス事業所　しぶみ工房
障害福祉サービス事業所　みどりの家
聖籠町身体障害者団体福祉会
相談支援事業所　ごず
短期入所施設　桑の里
地域活動支援センター　自遊館・まほろば
地域生活支援センター　いこいの家
地域生活支援施設つどい
ツクイ新潟関屋
十日町市発達支援センター
長岡市柿が丘学園
新潟県障害者リハビリテーションセンター
新潟県中越福祉事務組合
新潟県要約筆記サークル連絡協議会
新潟市めいせいデイサポートセンター
新潟市社会福祉協議会
　西蒲区訪問介護センター
新潟市立明生園
ニチイケアセンター長岡末広
西蒲原福祉事務組合　やひこの里
羽ばたきヘルパーステーション
福祉事業所　いしやま
福祉事業所　ハーモニー
放課後等デイサービス事業所
　虹のオアシス
結屋
よつば（パン工房　よつば）
ワーカーズゆたか
ワークセンターあけぼの
ワークセンターこでまり

県警察本部　刑事部鑑識課
県警察本部　刑事部鑑識課
　　　　　　科学捜査研究所
県警察本部　刑事部機動捜査隊
県警察本部　刑事部組織犯罪対策
　　　　　　第一課
県警察本部　刑事部組織犯罪対策
　　　　　　第二課
県警察本部　刑事部捜査第一課
県警察本部　刑事部捜査第二課
県警察本部　刑事部捜査第三課
県警察本部　警備部外事課

県警察本部　警備部機動隊
県警察本部　警備部警備第一課
県警察本部　警備部警備第二課
県警察本部　警務部会計課
県警察本部　警務部監察官室
県警察本部　警務部教養課
県警察本部　警務部警務課
県警察本部　警務部広報広聴課
県警察本部　警務部厚生課
県警察本部　警務部情報管理課
県警察本部　警務部総務課
県警察本部　警務部装備施設課
県警察本部　警務部留置管理課
県警察本部　交通指導課　
県警察本部　交通部運転免許センター
県警察本部　交通部交通企画課
県警察本部　交通部交通機動隊
県警察本部　交通部交通規制課
県警察本部　交通部交通指導課
県警察本部　交通部高速道路交通警察隊
県警察本部　生活安全部
　　　　　　子供女性安全対策課
県警察本部　生活安全部少年課
県警察本部　生活安全部生活安全企画課
県警察本部　生活安全部生活保安課
県警察本部　地域部地域課
県警察本部　地域部通信指令課
県警察本部　地域部鉄道警察隊
県警察本部　刑事部刑事総務課
県警察本部　生活安全部　
　　　　　　サイバー犯罪対策課
秋葉警察署
阿賀野警察署
糸魚川警察署
小千谷警察署
柏崎警察署
加茂警察署
小出警察署
五泉警察署
江南警察署
三条警察署
新発田警察署
上越警察署
津川警察署
燕警察署
十日町警察署
長岡警察署
新潟警察署
新潟西警察署
新潟中央警察署
新潟東警察署
新潟南警察署
新潟北警察署
西蒲警察署
村上警察署
見附警察署
南魚沼警察署
妙高警察署
与板警察署
新潟県警察学校

阿賀野市役所　社会福祉課

粟島浦村役場　保健福祉課
糸魚川市福祉事務所
魚沼市役所
小千谷市役所　健康未来こども課
柏崎市役所
加茂市役所
佐渡市役所　相川支所
佐渡市役所
　佐和田行政サービスセンター
佐渡市役所
　畑野行政サービスセンター
三条市役所　福祉課
三条市役所　子育て支援課（栄庁舎分）
上越市大島区総合事務所
上越市清里区総合事務所
上越市三和区総合事務所
上越市中郷区総合事務所
上越市名立区総合事務所
上越市吉川区総合事務所
上越市役所　福祉部　福祉課
上越市役所　安塚区総合事務所
関川村役場
胎内市役所　福祉介護課
燕市役所　健康福祉部　社会福祉課
十日町市役所　川西支所　市民課
十日町市役所　中里支所
十日町市役所　福祉課
十日町市役所　松之山支所
十日町市役所　松代支所　市民課
長岡市役所　川口支所
長岡市役所　越路支所
長岡市役所　寺泊支所
長岡市役所　栃尾支所　市民生活課
長岡市役所　中之島支所
長岡市役所　福祉課
長岡市役所　与板支所
長岡市東サービスセンター
新潟市北区役所　北出張所
新潟市中央区東出張所
新潟市東区石山出張所
見附市役所　健康福祉課
村上市役所　福祉課　福祉政策室
南魚沼市役所　福祉課
弥彦村役場
柏崎市教育委員会　学校教育課
五泉市教育委員会
佐渡市教育委員会

（医）魚野会　
　ほんだ病院・介護老人保健施設　清流苑
（福）魚野福祉会　ケアハウスやまなみ
（福）儀平会
（福）ごまどう福祉会
（福）さくら園　さくらホーム
（福）苗場福祉会　
　ヘルパーステーションあおぞら
（福）苗場福祉会　
　健康倶楽部中子の森ヘルパーステーション
（福）長岡三古老人福祉会
（福）松代福祉会
生きがい広場地蔵堂
介護老人保健施設　ケアホーム三条

介護老人保健施設　新井愛広苑
介護老人保健施設　二王子
北半田デイサービスセンター
高齢者総合施設　縄文の杜　関原
合同会社　ヘルパーステーション光
新発田西地域包括支援センター
小規模多機能型居宅介護事業所
　ひよしの家
白根保健生活協同組合
　介護老人保健施設みずき苑
地域密着型複合施設　みやざわ苑
地域密着型複合施設わしま
デイサービスセンター　おおむろの丘
特別養護老人ホーム　あいれふ安塚
特別養護老人ホーム　あがの八雲苑
特別養護老人ホーム　うおの園
特別養護老人ホーム　うかじ園
特別養護老人ホーム　桐原の郷
特別養護老人ホーム　さくら聖母の園
特別養護老人ホーム　垂水の里
特別養護老人ホーム　つかのめの里
特別養護老人ホーム　はさぎの里
特別養護老人ホーム　羽衣園
特別養護老人ホーム　白鳥の里
特別養護老人ホーム　はやまの里
特別養護老人ホーム　ブナの里
特別養護老人ホーム　ペペ・メメール
特別養護老人ホーム　槇山けやき苑
特別養護老人ホーム　みやまの里
特別養護老人ホーム　桃山園
特別養護老人ホーム　ゆり花園
長岡市高齢者基幹地域包括支援センター
ヘルパーステーション悠々の杜岩室　
マミー・ケアサービス（有）
養護老人ホーム　あやめ寮
養護老人ホーム　ひめさゆり

阿賀野市老人クラブ連合会
魚沼市守門地区老人クラブ連合会
魚沼市堀之内地区老人クラブ連合会
三和区老人クラブ連合会
新発田市老人クラブ連合会　加治明生クラブ
上越市牧区老人クラブ連合会
上越市老人クラブ連合会
燕市吉田地区老人クラブ連合会
燕市分水地区老人クラブ連合会
燕地区老人クラブ連合会
長岡市老人クラブ連合会　川口支部
新穂地区老人クラブ連合会
西川地区老人クラブ協議会
牧区老人クラブ連合会　
松代老人クラブ連合会
村上地域老人クラブ連合会
　荒川支部老人クラブ連合会
羽茂地区長生会連合会
湯之谷地区老人クラブ連合会

（医）愛広会　本部
（医）愛広会　新潟リハビリテーション病院
（医）敬愛会　末広橋病院
（医）健進会　新津医療センター病院

（医）真仁会　南部郷厚生病院
（医）新成医会
　総合リハビリテーションセンターみどり病院
（医）崇徳会　田宮病院
（医）青松会
（医）泰庸会　新潟脳外科病院
（医）知命堂病院
（医）美郷会　西蒲中央病院
（医社）共生会　中条中央病院
（医社）仁和会　聖園病院
（医社）M&Bコラボレーション　北越病院
（財）新潟県地域医療推進機構
　魚沼基幹病院
（社医）桑名恵風会　桑名病院
（社医）仁愛会　新潟中央病院
（福）恩賜財団済生会支部
　新潟県済生会三条病院
ＪＡ新潟厚生連　糸魚川総合病院
ＪＡ新潟厚生連　柏崎総合医療センター
ＪＡ新潟厚生連　三条総合病院
ＪＡ新潟厚生連　上越総合病院
ＪＡ新潟厚生連　瀬波病院
ＪＡ新潟厚生連　豊栄病院
ＪＡ新潟厚生連　長岡中央綜合病院
魚沼市国民健康保険守門診療所
魚沼市立堀之内医療センター
五泉中央病院
信楽園病院　
立川メディカルセンター　悠遊健康村病院
津南町立津南病院
新潟県厚生連村上総合病院
新潟県立柿崎病院
新潟県立加茂病院
新潟県立がんセンター新潟病院
新潟県立坂町病院
新潟県立新発田病院
新潟県立精神医療センター
新潟県立津川病院
新潟県立中央病院
新潟県立松代病院
新潟県立妙高病院
新潟県立リウマチセンター
新潟県立吉田病院
新潟市民病院
新潟手の外科研究所病院
長岡赤十字病院
長岡中央綜合病院　
日本歯科大学新潟病院
脳神経センター　阿賀野病院
白美会　白根大通病院
三島病院　
南魚沼市民病院

五十公野土地改良区
小千谷土地改良区
加治郷土地改良区
亀田郷土地改良区
刈谷田川土地改良区
川西土地改良区
国府川左岸土地改良区
白根郷土地改良区
十全土地改良区

関川水系土地改良区
津南郷土地改良区
豊浦郷土地改良区
西蒲原土地改良区
水上土地改良区
吉川土地改良区

糸魚川公共職業安定所
柏崎公共職業安定所
佐渡公共職業安定所
三条公共職業安定所
新発田公共職業安定所
上越公共職業安定所
十日町公共職業安定所
長岡公共職業安定所
長岡公共職業安定所　小千谷出張所
新潟公共職業安定所
新津公共職業安定所
巻公共職業安定所
村上公共職業安定所
南魚沼公共職業安定所
南魚沼公共職業安定所　小出出張所
日本年金機構　柏崎年金事務所
日本年金機構　三条年金事務所
日本年金機構　新発田年金事務所
日本年金機構　上越年金事務所
日本年金機構　新潟西年金事務所
日本年金機構　六日町年金機構

（株）第四北越銀行　新井支店
（株）第四北越銀行　粟山支店
（株）第四北越銀行　出雲崎支店
（株）第四北越銀行　板倉支店
（株）第四北越銀行　大野支店
（株）第四北越銀行　荻川支店
（株）第四北越銀行　柿崎支店
（株）第四北越銀行　柏崎支店
（株）第四北越銀行　片貝支店
（株）第四北越銀行　監査部
（株）第四北越銀行　神田支店
（株）第四北越銀行　北浦和支店
（株）第四北越銀行　県庁支店
（株）第四北越銀行　河渡支店
（株）第四北越銀行　五泉支店
（株）第四北越銀行　小須戸支店
（株）第四北越銀行　小針が丘支店
（株）第四北越銀行　小針支店
（株）第四北越銀行
　コンサルティング事業部
（株）第四北越銀行　コンタクトセンター
（株）第四北越銀行　坂井支店
（株）第四北越銀行　佐和田中央支店
（株）第四北越銀行　三条支店
（株）第四北越銀行　システム部
（株）第四北越銀行　新発田西支店
（株）第四北越銀行　島崎支店
（株）第四北越銀行　事業開発企画部
（株）第四北越銀行　事務サービス部
（株）第四北越銀行　事務サポート部
（株）第四北越銀行　事務統括部
（株）第四北越銀行　上越市役所出張所

（株）第四北越銀行　水原支店
（株）第四北越銀行　千手支店
（株）第四北越銀行　総合企画部
（株）第四北越銀行　高田営業部
（株）第四北越銀行　月潟支店
（株）第四北越銀行　津川支店
（株）第四北越銀行　津南支店
（株）第四北越銀行　燕支店
（株）第四北越銀行　燕南支店
（株）第四北越銀行　寺泊支店
（株）第四北越銀行
　出来島コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　十日町支店
（株）第四北越銀行　十日町中央支店
（株）第四北越銀行　東京事務所
（株）第四北越銀行　東港支店
（株）第四北越銀行　直江津支店
（株）第四北越銀行　直江津中央支店
（株）第四北越銀行　直江津西支店
（株）第四北越銀行　中山支店
（株）第四北越銀行　中条支店　
（株）第四北越銀行
　長岡コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　長岡西支店
（株）第四北越銀行　長岡秘書室
（株）第四北越銀行　長岡本店営業部
（株）第四北越銀行　長岡ミドルオフィス
（株）第四北越銀行　長野営業所
（株）第四北越銀行　新潟駅南支店
（株）第四北越銀行　新潟市役所出張所
（株）第四北越銀行
　新潟東コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　新津支店
（株）第四北越銀行　西川支店
（株）第四北越銀行　沼垂支店
（株）第四北越銀行　古町支店
（株）第四北越銀行　分水支店
（株）第四北越銀行　平島支店
（株）第四北越銀行
　本店営業部　資金課
（株）第四北越銀行
　本店営業部　総務課
（株）第四北越銀行
　本店営業部　法人営業第１課
（株）第四北越銀行　まごころの会
（株）第四北越銀行　巻支店
（株）第四北越銀行　松代支店
（株）第四北越銀行　松浜支店
（株）第四北越銀行　南高田支店
（株）第四北越銀行　南新潟支店
（株）第四北越銀行　リスク統括部
（株）第四北越銀行　両津支店
（株）第四北越銀行　大和支店
（株）富有社　上越支店
第四ディーシーカード（株）
第四信用保証（株）

（株）越配
（株）新潟クボタ　小出営業所
（株）帆苅組
（株）ほしゆう
オートサービスノア

Keep　Smiling
北日本防災警備（株）　
たかやま調剤薬局
中越運送（株）
　三条ロジスティクスセンター
東器産業株式会社
にいがた住宅センター　
新潟日報社
濃飛西濃運輸（株）上越支店
松喜合資会社
麺工房桐生　
歴世礦油株式会社
山昭酒店　
山陽技術コンサルタンツ（株）
公立大学法人　新潟県立大学
事業創造大学院大学
新潟経営大学
新潟県農業大学校
新潟リハビリテーション大学
学校法人国際総合学園
　日本アニメ・マンガ専門学校
学校法人北都健勝学園
　新潟看護医療専門学校
国際こども・福祉カレッジ
国際メディカル専門学校
国際調理製菓専門学校
佐渡保育専門学校
三条看護・医療・歯科衛生専門学校
三条市医師会　准看護学院
新発田北蒲原准看護学院
長岡崇徳福祉専門学校
長岡赤十字看護専門学校
新潟医療福祉カレッジ
新潟看護医療専門学校　村上校
新潟県立十日町看護専門学校
新潟こども医療専門学校
新潟こども保育カレッジ
新潟柔整専門学校
（一財）にいがた住宅センター
（一財）下越総合健康開発センター
（一財）新潟県連合遺族会
（公社）新潟県看護協会
　訪問看護ステーションにいがた
（公財）新潟県下水道公社
（公財）新潟県下水道公社　長岡支所
（公財）新潟県下水道公社　新井郷川支所
（公財）新潟県下水道公社　新津支所
（公財）新潟県下水道公社　西川支所
（公財）新潟県下水道公社　堀之内支所
（公財）新潟県下水道公社　六日町支所
（公社）新潟県看護協会
（公財）新潟県交通安全協会
（公財）新潟県女性財団
（公財）真柄福祉財団
NPO法人　希望の会福祉会
燕市アーチェリー協会
新潟WBC　ジュニア
新潟ライオンズクラブ
新潟県厚生農業協同組合連合会
新潟県市長会
新潟県町村会
日本赤十字社新潟県支部
魚沼市消防本部

新発田地域広域事務組合消防本部
十日町地域消防本部
長岡市消防本部　警防課
長岡消防署　新町出張所
長岡消防署　関原出張所
見附市消防本部
魚沼市立小出郷図書館
十日町情報館　
長岡市立中央図書館
新潟県立図書館
新潟市立新津図書館
国土交通省　北陸信越運輸局
航空自衛隊　佐渡分屯基地
陸上自衛隊　新発田駐屯地
航空自衛隊　新潟救難隊

日本郵便（株）　信越支社
あかね町郵便局
阿賀野郵便局
新井学校町郵便局
新井郵便局
荒井浜郵便局
粟生津郵便局
粟島郵便局
イオンモール新潟南郵便局
岩船郵便局
越後広田郵便局
大河津郵便局
大島郵便局
大長谷郵便局
柏崎郵便局
加治駅前郵便局
河崎郵便局
金塚郵便局
川口郵便局
乙郵便局
黒川郵便局
五泉郵便局
五泉下町郵便局
紫雲寺郵便局
白根中央通郵便局
新松崎郵便局
関屋本村郵便局　
千田郵便局
曽野木郵便局
高田栄町郵便局
築地郵便局
鼓岡郵便局
寺泊郵便局
天王郵便局
十日町郵便局
栃堀郵便局
豊栄早通郵便局
直江津郵便局
中条郵便局
中頸城旭郵便局
中野小屋郵便局
長岡四郎丸郵便局
長岡西郵便局
名立郵便局
新潟秋葉町郵便局
新潟礎町郵便局

新潟太平郵便局
新潟大山郵便局
新潟上所郵便局
新潟県庁内郵便局
新潟下所島郵便局
新潟関屋本村郵便局
新潟中央郵便局
新潟中郵便局
新潟白山浦郵便局
新潟東中通郵便局
新潟堀之内郵便局
新潟竜ヶ島郵便局
新関郵便局
新津田家郵便局
新保郵便局
西川郵便局
松浜郵便局
見附郵便局
三川郵便局
村上郵便局
桃崎浜郵便局
万代シティ郵便局
平木田駅前郵便局
藤塚浜郵便局
分水郵便局
分田郵便局
山二ツ郵便局

（福）新潟県社会福祉協議会
（福）魚沼市社会福祉協議会
（福）小千谷市社会福祉協議会
（福）刈羽村社会福祉協議会
（福）佐渡市社会福祉協議会
（福）佐渡市社会福祉協議会　羽茂支所
（福）佐渡市社会福祉協議会　佐和田支所
（福）佐渡市社会福祉協議会　両津支所
（福）三条市社会福祉協議会
（福）新発田市社会福祉協議会
（福）上越市社会福祉協議会　板倉支所
（福）上越市社会福祉協議会　浦川原支所
（福）上越市社会福祉協議会　大潟支所
（福）上越市社会福祉協議会　大島支所
（福）上越市社会福祉協議会　柿崎支所
（福）上越市社会福祉協議会　三和支所
（福）上越市社会福祉協議会　名立支所
（福）聖籠町社会福祉協議会
（福）関川村社会福祉協議会
（福）胎内市社会福祉協議会
（福）田上町社会福祉協議会
（福）十日町市社会福祉協議会
（福）新潟市社会福祉協議会
（福）長岡市社会福祉協議会
（福）長岡市社会福祉協議会
　介護サービス課
（福）長岡市社会福祉協議会　川口支所
（福）長岡市社会福祉協議会　寺泊支所
（福）長岡市社会福祉協議会　栃尾支所
（福）南魚沼市社会福祉協議会
（福）村上市社会福祉協議会
（福）村上市社会福祉協議会　山北支所
（福）村上市社会福祉協議会　朝日支所
（福）湯沢町社会福祉協議会

糸魚川子育て支援センター
神林学童保育所
木戸ひまわりクラブ
地域子育て支援センター　おおぞら吉井
富曽亀第２児童クラブ
横越ひまわりクラブ第１

県糸魚川地域振興局　健康福祉部　
県糸魚川地域振興局　地域整備部
県糸魚川地域振興局　農林振興部
県魚沼地域振興局　企画振興部
県魚沼地域振興局　健康福祉部
県魚沼地域振興局　地域整備部
県魚沼地域振興局　農業振興部
県柏崎地域振興局　企画振興部
県柏崎地域振興局　健康福祉部
県柏崎地域振興局　地域整備部
県柏崎地域振興局　農業振興部
県佐渡地域振興局　企画振興部
県佐渡地域振興局　県税部
県佐渡地域振興局　健康福祉環境部
県佐渡地域振興局　地域整備部
県佐渡地域振興局　地域整備部（港湾空港）
県佐渡地域振興局　農地庁舎
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（農政）
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（林業）
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（水産庁舎）
県三条地域振興局　企画振興部
県三条地域振興局　健康福祉環境部
県三条地域振興局　県税部
県三条地域振興局　地域整備部
県三条地域振興局　農業振興部
県新発田地域振興局　企画振興部
県新発田地域振興局　健康福祉環境部
県新発田地域振興局　県税部
県新発田地域振興局　地域整備部
県新発田地域振興局　農業振興部
県新発田地域振興局　農村整備部
県上越地域振興局　農林振興部　
県上越地域振興局　企画振興部
県上越地域振興局　健康福祉環境部
県上越地域振興局　県税部
県上越地域振興局
　地域整備部　上越東維持管理事務所
県上越地域振興局　地域整備部
県上越地域振興局　直江津港湾事務所
県上越地域振興局　農林振興部
県上越地域振興局
　農林振興部　上越東農林事務所
県上越地域振興局　妙高砂防事務所
県十日町地域振興局　企画振興部
県十日町地域振興局　健康福祉部
県十日町地域振興局　地域整備部
県十日町地域振興局　農業振興部
県新潟地域振興局　企画振興部
県新潟地域振興局　健康福祉部
県新潟地域振興局　県税部
県新潟地域振興局　地域整備部

県新潟地域振興局　津川地区振興事務所
県新潟地域振興局　新潟港湾事務所
県新潟地域新興局　農林振興部
県新潟地域振興局　新津地域整備部
県新潟地域振興局　巻農業振興部
県村上地域振興局　企画振興部
県村上地域振興局　健康福祉部
県村上地域振興局　地域整備部
県村上地域振興局　農林振興部
県長岡地域振興局　企画振興部
県長岡地域振興局　健康福祉環境部
県長岡地域振興局　県税部
県長岡地域振興局　地域整備部
県長岡地域振興局
　地域整備部　小千谷維持管理事務所
県長岡地域振興局
　地域整備部　与板維持管理事務所
県長岡地域振興局　農林振興部
県南魚沼地域振興局　企画振興部
県南魚沼地域振興局　県税部
県南魚沼地域振興局　地域整備部
県南魚沼地域振興局　農林振興部
県教育庁　上越教育事務所
県教育庁　中越教育事務所
県教育庁　下越教育事務所
県新発田食肉衛生検査センター
県森林研究所
県水産海洋研究所
県水産海洋研究所
　佐渡水産技術センター
県中越家畜保健衛生所
県下越家畜保健衛生所
県中央家畜保健衛生所
県中央家畜保健衛生所　佐渡支所
県中央福祉相談センター
県長岡食肉衛生検査センター
県農業総合研究所
県農業総合研究所
　園芸研究センター
県農業総合研究所
　高冷地農業技術センター
県農業総合研究所
　佐渡農業技術センター
県農業総合研究所
　食品研究センター
県農業総合研究所
　畜産研究センター
県農業総合研究所
　中山間地農業技術センター
県工業技術総合研究所
県工業技術総合研究所
　県央技術支援センター
県工業技術総合研究所
　上越技術支援センター
県工業技術総合研究所
　素材応用技術支援センター
県工業技術総合研究所
　中越技術支援センター
県放射線監視センター
県立魚沼テクノスクール
県立三条テクノスクール
県立上越テクノスクール
県立新潟テクノスクール

県立生涯学習推進センター
県立歴史博物館
新潟県コロニーにいがた白岩の里
新潟県計量検定所
新潟県佐渡トキ保護センター
新潟県自治研修所
新潟県少年自然の家
新潟県消費生活センター
新潟県新潟学園
新潟県精神保健福祉協会
新潟県はまぐみ小児療育センター
新潟県保健環境科学研究所
新潟県妙法育成牧場
新潟県流域下水道事務所
新潟県立教育センター
新潟県立近代美術館
新潟県内水面水産試験場
（福）しあわせ福祉会　新潟県新星学園

県監査委員事務局
県観光文化スポーツ部　観光企画課
県観光文化スポーツ部
　国際観光推進課
県観光文化スポーツ部　スポーツ課
県企業局　施設課
県企業局　総務課
県企業局　営業企画課
県議会事務局
県教育庁　義務教育課
県教育庁　高等学校教育課
県教育庁　財務課
県教育庁　生涯学習推進課
県教育庁　総務課
県教育庁　福利課
県教育庁　文化行政課
県環境局　環境対策課
県県民生活・環境部　環境企画課
県県民生活・環境部　廃棄物対策課
県県民生活・環境部　文化振興課
県交通政策局　空港課
県交通政策局　交通政策課
県交通政策局　港湾整備課
県産業労働部　産業政策課　
県産業労働部　産業立地課
県産業労働部　雇用能力開発課
県産業労働部　しごと定住促進課
県産業労働部　地域産業振興課
県産業労働部
　創業・イノベーション推進課
県出納局　管理課
県総務部　県民生活課
県総務部　管財課
県総務部　管財課　通信管理室
県総務部　行政改革課
県総務部　財政課
県総務部　市町村課
県総務部　人事課
県総務部　税務課
県総務部　大学・私学振興課
県総務部　統計課
県総務部　法務文書課
県人事委員会事務局　総務課

県知事政策局　ICT推進課
県知事政策局　広報広聴課
県知事政策局　国際課
県知事政策局　政策企画課
県知事政策局　地域政策課
県知事政策局　政策企画課　　　　
男女平等・共同参画推進室
県知事政策局　秘書課
県土木部　河川管理課
県土木部　河川整備課
県土木部　監理課
県土木部　技術管理課
県土木部　砂防課
県土木部　道路管理課
県土木部　道路建設課
県土木部　用地・土地利用課
県土木部都市局　営繕課
県土木部都市局　下水道課
県土木部都市局　建築住宅課
県土木部都市局　都市整備課
県土木部都市局　都市政策課
県農地部　農村環境課
県農地部　農地管理課
県農地部　農地計画課
県農地部　農地建設課
県農地部　農地整備課
県農林水産部　漁港課
県農林水産部　経営普及課
県農林水産部　食品・流通課
県農林水産部　水産課
県農林水産部　地域農政推進課
県農林水産部　治山課　
県農林水産部　畜産課
県農林水産部　農業総務課
県農林水産部　農産園芸課
県農林水産部　林政課
県病院局
県福祉保健部
　医師・看護職員確保対策課
県福祉保健部　感染症対策・薬務課
県福祉保健部　健康づくり支援課
県福祉保健部　高齢福祉保健課
県福祉保健部　国保・福祉指導課
県福祉保健部　子ども家庭課
県福祉保健部　障害福祉課
県福祉保健部　生活衛生課
県福祉保健部　地域医療政策課
県福祉保健部　福祉保健総務課
県防災局　原子力安全対策課
県防災局　消防課
県防災局　防災企画課
県労働委員会事務局



新潟県保育士会
あすなろこどもえん
阿賀町立上条保育園
出雲崎こども園
医療法人新光会　認可保育園きらら
医療法人崇徳会　ひまわり保育園
漆山保育園
大島保育園
小千谷市立東保育園
亀田カトリック幼稚園
加茂市立西加茂保育園
きららおひさまこども園
けさじろ保育園
五泉市立つくし保育園
佐渡市立新穂トキっ子保育園
三条市立塚野目保育所
紫雲寺保育園
聖籠こども園
清心保育園
第一保育園
たから保育園
田上町立竹の友幼児園
たんぽぽ保育園
燕市立小池保育園
津南町立上郷保育園
なかよし保育園
中郷保育園
中里なかよし保育園
中条すこやかこども園
名立たちばな保育園
新潟市立石山保育園
新潟市立漆山東保育園
新潟市立大通保育園
新潟市立金津保育園
新潟市立木崎保育園
新潟市立木場保育園
新潟市立第二曽野木保育園
新潟市立山潟保育園
新潟青陵幼稚園
新潟中央幼稚園
ひがし保育園
ひまわり保育園
双葉保育園
ふたば西保育園
ふたば東保育園
本量寺こども園
松之山保育園
まごころ保育園ひので
南魚沼市立石打保育園
妙高市立ひまわり保育園
弥彦村立二松保育園
八幡保育園
湯沢認定こども園
阿賀野市立安野小学校
阿賀野市立京ヶ瀬小学校
阿賀野市立水原小学校
出雲崎町立出雲崎小学校
糸魚川市立磯部小学校
糸魚川市立糸魚川東小学校
糸魚川市立西海小学校
糸魚川市立田沢小学校

糸魚川市立根知小学校
糸魚川市立南能生小学校
糸魚川市立大和川小学校
魚沼市立伊米ヶ崎小学校
魚沼市立小出小学校
小千谷市立和泉小学校
小千谷市立千田小学校
小千谷市立東小千谷小学校
小千谷市立東山小学校
小千谷市立南小学校
小千谷市立吉谷小学校
柏崎市立荒浜小学校
柏崎市立大洲小学校
柏崎市立柏崎小学校
柏崎市立鯖石小学校
柏崎市立新道小学校
柏崎市立田尻小学校
柏崎市立半田小学校
柏崎市立日吉小学校
柏崎市立二田小学校
柏崎市立比角小学校
柏崎市立枇杷島小学校
柏崎市立槇原小学校
加茂市立加茂南小学校
加茂市立須田小学校
刈羽村立刈羽小学校
五泉市立愛宕小学校
五泉市立五泉小学校
五泉市立橋田小学校
佐渡市立相川小学校
佐渡市立赤泊小学校
佐渡市立小木小学校
佐渡市立金井小学校
佐渡市立金泉小学校
佐渡市立加茂小学校
佐渡市立河崎小学校
佐渡市立七浦小学校
佐渡市立新穂小学校
佐渡市立八幡小学校
三条市立飯田小学校
三条市立井栗小学校
三条市立栄中央小学校
三条市立栄北小学校
三条市立笹岡小学校
三条市立西鱈田小学校
三条市立保内小学校
新発田市立加治川小学校
新発田市立佐々木小学校
新発田市立猿橋小学校
新発田市立紫雲寺小学校
新発田市立外ケ輪小学校
新発田市立東豊小学校
新発田市立七葉小学校
新発田市立東小学校
新発田市立藤塚小学校
新発田市立二葉小学校
新発田市立米子小学校
上越教育大学附属小学校
上越市立有田小学校
上越市立飯小学校
上越市立上杉小学校
上越市立大潟町小学校
上越市立大町小学校

上越市立大島小学校
上越市立大瀁小学校
上越市立春日小学校
上越市立春日新田小学校
上越市立北諏訪小学校
上越市立黒田小学校
上越市立国府小学校
上越市立古城小学校
上越市立高田西小学校
上越市立谷浜小学校
上越市立富岡小学校
上越市立直江津小学校
上越市立中郷小学校
上越市立保倉小学校
上越市立牧小学校
上越市立南本町小学校
上越市立美守小学校
上越市立明治小学校
上越市立安塚小学校
上越市立八千浦小学校
上越市立和田小学校
関川村立関川小学校
燕市立燕南小学校
燕市立燕北小学校
燕市立吉田小学校
燕市立吉田北小学校
燕市立吉田南小学校
燕市立小池小学校
燕市立島上小学校
燕市立分水北小学校
見附市立名木野小学校
胎内市立黒川小学校
田上町立田上小学校
津南町立芦ヶ崎小学校
津南町立津南小学校
十日町市立田沢小学校
十日町市立西小学校
十日町市立水沢小学校
十日町市立鎧島小学校
長岡市立浦瀬小学校
長岡市立大島小学校
長岡市立太田小学校
長岡市立桂小学校
長岡市立上川西小学校
長岡市立上塩小学校
長岡市立上組小学校
長岡市立神田小学校
長岡市立越路西小学校
長岡市立才津小学校
長岡市立下塩小学校
長岡市立下川西小学校
長岡市立千手小学校
長岡市立十日町小学校
長岡市立栃尾東小学校
長岡市立栃尾南小学校
長岡市立東谷小学校
長岡市立日越小学校
長岡市立日吉小学校
長岡市立富曽亀小学校
長岡市立深沢小学校
長岡市立福戸小学校
長岡市立宮内小学校
長岡市立宮本小学校

長岡市立山古志小学校
長岡市立与板小学校
長岡市立脇野町小学校
新潟市立阿賀小学校
新潟市立五十嵐小学校
新潟市立茨曽根小学校
新潟市立大形小学校
新潟市立大通小学校
新潟市立岡方第二小学校
新潟市立荻川小学校
新潟市立鏡淵小学校
新潟市立潟東小学校
新潟市立上山小学校
新潟市立亀田西小学校
新潟市立木崎小学校
新潟市立黒埼南小学校
新潟市立小合東小学校
新潟市立小針小学校
新潟市立紫竹山小学校
新潟市立小瀬小学校
新潟市立白根小学校
新潟市立立仏小学校
新潟市立中之口東小学校
新潟市立中野山小学校
新潟市立新潟小学校
新潟市立沼垂小学校
新潟市立浜浦小学校
新潟市立東中野山小学校
新潟市立牡丹山小学校
新潟市立巻北小学校
新潟市立巻南小学校
新潟市立松野尾小学校
新潟市立松浜小学校
新潟市立丸山小学校
新潟市立南中野山小学校
新潟大学附属長岡校園
村上市立朝日みどり小学校
村上市立岩船小学校
村上市立村上小学校
村上市立保内小学校
村上市立山辺里小学校
妙高市立新井北小学校
妙高市立妙高高原北小学校
弥彦村立弥彦小学校
阿賀野市立京ヶ瀬中学校
阿賀野市立水原中学校
阿賀町立三川中学校
出雲崎町立出雲崎中学校
魚沼市立堀之内中学校
魚沼市立湯之谷中学校
小千谷市立東小千谷中学校
柏崎市立鏡が沖中学校
柏崎市立第一中学校
柏崎市立第二中学校
柏崎市立第三中学校
柏崎市立第五中学校
柏崎市立東中学校
柏崎市立瑞穂中学校
柏崎市立南中学校
加茂市立七谷中学校
加茂市立若宮中学校
刈羽村立刈羽中学校
五泉市立五泉北中学校

五泉市立村松桜中学校
佐渡市立赤泊中学校
佐渡市立金井中学校
佐渡市立高千中学校
三条市立大崎学園
三条市立第一中学校
三条市立第四中学校
三条市立本成寺中学校
新発田市立加治川中学校
新発田市立川東中学校
新発田市立紫雲寺中学校
上越教育大学附属中学校
上越市立浦川原中学校
上越市立大島中学校
上越市立大潟町中学校
上越市立清里中学校
上越市立頸城中学校
上越市立中郷中学校
上越市立牧中学校
上越市立八千浦中学校
関川村立関川中学校
胎内市立乙中学校
胎内市立中条中学校
燕市立燕中学校
燕市立分水中学校
十日町市立下条中学校
十日町市立中里中学校
十日町市立南中学校
新潟県立柏崎翔洋中等教育学校
新潟県立直江津中等教育学校
新潟県立津南中等教育学校
新潟県立村上中等教育学校
新潟市立岩室中学校
新潟市立臼井中学校
新潟市立大江山中学校
新潟市立木崎中学校
新潟市立高志中等教育学校
新潟市立曽野木中学校
新潟市立新潟柳都中学校
新潟市立白新中学校
新潟市立巻東中学校
新潟市立宮浦中学校
新潟市立山潟中学校
新潟市立横越中学校
長岡市立秋葉中学校
長岡市立旭岡中学校
長岡市立太田中学校
長岡市立岡南中学校
長岡市立小国中学校
長岡市立川口中学校
長岡市立栖吉中学校
長岡市立関原中学校
長岡市立北辰中学校
長岡市立東中学校
長岡市立南中学校
長岡市立宮内中学校
長岡市立山古志中学校
長岡市立与板中学校
南魚沼市立六日町中学校
湯沢町立湯沢中学校
関根学園高等学校
新潟県立上越総合技術高等学校　
新潟県立阿賀野高等学校

新潟県立阿賀黎明高等学校
新潟県立荒川高等学校
新潟県立糸魚川高等学校
新潟県立柏崎工業高等学校
新潟県立小出高等学校
新潟県立五泉高等学校
新潟県立新発田高等学校
新潟県立新発田農業高等学校
新潟県立上越総合技術高等学校
新潟県立白根高等学校
新潟県立高田商業高等学校
新潟県立高田農業高等学校
新潟県立十日町高等学校
新潟県立豊栄高等学校
新潟県立中条高等学校
新潟県立長岡高等学校
新潟県立長岡商業高等学校
新潟県立長岡明徳高等学校
新潟県立新潟北高等学校
新潟県立新潟工業高等学校
新潟県立新潟商業高等学校
新潟県立新潟翠江高等学校
新潟県立新潟西高等学校
新潟県立新潟東高等学校
新潟県立新津工業高等学校
新潟県立西新発田高等学校
新潟県立羽茂高等学校
新潟県立八海高等学校
新潟県立分水高等学校
新潟県立堀之内高等学校
新潟県立巻高等学校
新潟県立松代高等学校
新潟県立見附高等学校
新潟県立村上桜ヶ丘高等学校
糸魚川市立ひすいの里総合学校
小千谷市立総合支援学校
十日町市立ふれあいの丘支援学校
新潟県立柏崎特別支援学校
新潟県立柏崎特別支援学校　のぎく分校
新潟県立川西高等特別支援学校
新潟県立小出特別支援学校
新潟県立駒林特別支援学校
新潟県立江南高等特別支援学校
新潟県立江南高等特別支援学校　川岸分校
新潟県立五泉特別支援学校
新潟県立佐渡特別支援学校　自立活動部
新潟県立新発田竹俣特別支援学校
新潟県立上越特別支援学校
新潟県立高田特別支援学校
新潟県立月ヶ岡特別支援学校
新潟県立長岡聾学校
新潟県立新潟盲学校
新潟県立西蒲高等特別支援学校
新潟県立はまぐみ特別支援学校
新潟県立東新潟特別支援学校
新潟県立村上特別支援学校
新潟県立吉田特別支援学校
新潟市立西特別支援学校
新潟市立東特別支援学校
新潟大学教育学部　附属特別支援学校
長岡市立高等総合支援学校
長岡市立総合支援学校
見附市立見附特別支援学校

南魚沼市立総合支援学校
妙高市立総合支援学校

新潟県肢体不自由児者父母の会連合会
小千谷市肢体不自由児者父母の会
柏崎市肢体不自由児者父母の会
（医）越南会　太陽・大地の家
（医）青山信愛会　
　地域活動支援センターはっぴぃ
（株）アレック北栄　
（株）クリーンセキュリティー
（株）訪問介護ひろはた
（福）いぶきサポート協会　ばんびくらぶ
（福）魚沼地域福祉会　なないろ
（福）魚沼地域福祉会　やいろの里
（福）加治川郷　大峰寮
（福）更生慈仁会
　新潟市発達障がい支援センターJOIN
（福）さくら園　居多さくら工房
（福）佐渡福祉会　まつはらの家
（福）佐渡福祉会　岩の平園
（福）佐渡福祉会　第二岩の平園
（福）さんわ福祉会
（福）しあわせ福祉会　愛らんど新穂
（福）自立生活福祉会
（福）十日町福祉会　なかまの家
（福）十日町福祉会　なごみの家
（福）上越福祉会　かなやの里ワークス
（福）上越福祉会　かなやの里療護園
（福）上越福祉会　つどいの郷
（福）上越福祉会　にしき園
（福）中越福祉会　みのわの里工房ますがた
（福）中越福祉会　みのわの里ようこそ
（福）桐鈴会　工房とんとん
（福）栃尾福祉会　障害者支援施設　守門の里
（福）栃尾福祉会　とちおワークス
（福）新潟みずほ福祉会　みのり園
（福）新潟みずほ福祉会　新潟みずほ園
（福）新潟県身体障害者団体連合会
（福）のぞみの家福祉会
　ジョブプレイスきぼうてらす
（福）白蓮福祉会　ワークセンターふぁみりー
（福）フレンドランド福祉会
（福）みずほ福祉会　おおらい
（福）雪国ボラントピア
　障害者支援施設マイトーラ
（福）南魚沼福祉会相談支援センター
　みなみうおぬ
（福）やまびこ会
（福）奴奈川福祉会
　支援センターささゆり
NPO法人　自活支援の会　Ｇ＆Ｔにいがた
NPO法人　春よこい
NPO法人　大杉の里
阿賀野市さくらの会作業所
阿賀野市社協　ヘルパーステーションぬくもり
アレック北栄　新津
一般社団法人　フジライフスマイル
一般社団法人　みらいず
いわくすの里職員親睦会
魚沼地区障害福祉組合
　魚沼学園・魚沼更生園

かきのみ園
加茂市ホームヘルパーステーション
ケアホームげじょう
工房はたや
済生会新潟　なでしこワークス
児童発達支援センターこころん
新発田市手をつなぐ育成会　ハローハロー
就業支援事業所　ふれんどり～ミルはまなす
就労移行支援事業所　らぼらほ
就労継続支援Ａ型　アンジュ
障がい者デイサポートセンター明日葉
障がい者支援センターひだまり工房
障がい者支援施設　松潟の園
障がい者就労継続支援Ａ型事業所　ローズ
障害者支援施設　かたくりの里
障害者支援施設　浦田の里
障害者支援施設　松波の里
障害者支援施設　第二平成園
障害者就業・生活支援センターさくら
障害福祉サービス事業所　しぶみ工房
障害福祉サービス事業所　みどりの家
聖籠町身体障害者団体福祉会
相談支援事業所　ごず
短期入所施設　桑の里
地域活動支援センター　自遊館・まほろば
地域生活支援センター　いこいの家
地域生活支援施設つどい
ツクイ新潟関屋
十日町市発達支援センター
長岡市柿が丘学園
新潟県障害者リハビリテーションセンター
新潟県中越福祉事務組合
新潟県要約筆記サークル連絡協議会
新潟市めいせいデイサポートセンター
新潟市社会福祉協議会
　西蒲区訪問介護センター
新潟市立明生園
ニチイケアセンター長岡末広
西蒲原福祉事務組合　やひこの里
羽ばたきヘルパーステーション
福祉事業所　いしやま
福祉事業所　ハーモニー
放課後等デイサービス事業所
　虹のオアシス
結屋
よつば（パン工房　よつば）
ワーカーズゆたか
ワークセンターあけぼの
ワークセンターこでまり

県警察本部　刑事部鑑識課
県警察本部　刑事部鑑識課
　　　　　　科学捜査研究所
県警察本部　刑事部機動捜査隊
県警察本部　刑事部組織犯罪対策
　　　　　　第一課
県警察本部　刑事部組織犯罪対策
　　　　　　第二課
県警察本部　刑事部捜査第一課
県警察本部　刑事部捜査第二課
県警察本部　刑事部捜査第三課
県警察本部　警備部外事課

県警察本部　警備部機動隊
県警察本部　警備部警備第一課
県警察本部　警備部警備第二課
県警察本部　警務部会計課
県警察本部　警務部監察官室
県警察本部　警務部教養課
県警察本部　警務部警務課
県警察本部　警務部広報広聴課
県警察本部　警務部厚生課
県警察本部　警務部情報管理課
県警察本部　警務部総務課
県警察本部　警務部装備施設課
県警察本部　警務部留置管理課
県警察本部　交通指導課　
県警察本部　交通部運転免許センター
県警察本部　交通部交通企画課
県警察本部　交通部交通機動隊
県警察本部　交通部交通規制課
県警察本部　交通部交通指導課
県警察本部　交通部高速道路交通警察隊
県警察本部　生活安全部
　　　　　　子供女性安全対策課
県警察本部　生活安全部少年課
県警察本部　生活安全部生活安全企画課
県警察本部　生活安全部生活保安課
県警察本部　地域部地域課
県警察本部　地域部通信指令課
県警察本部　地域部鉄道警察隊
県警察本部　刑事部刑事総務課
県警察本部　生活安全部　
　　　　　　サイバー犯罪対策課
秋葉警察署
阿賀野警察署
糸魚川警察署
小千谷警察署
柏崎警察署
加茂警察署
小出警察署
五泉警察署
江南警察署
三条警察署
新発田警察署
上越警察署
津川警察署
燕警察署
十日町警察署
長岡警察署
新潟警察署
新潟西警察署
新潟中央警察署
新潟東警察署
新潟南警察署
新潟北警察署
西蒲警察署
村上警察署
見附警察署
南魚沼警察署
妙高警察署
与板警察署
新潟県警察学校

阿賀野市役所　社会福祉課

粟島浦村役場　保健福祉課
糸魚川市福祉事務所
魚沼市役所
小千谷市役所　健康未来こども課
柏崎市役所
加茂市役所
佐渡市役所　相川支所
佐渡市役所
　佐和田行政サービスセンター
佐渡市役所
　畑野行政サービスセンター
三条市役所　福祉課
三条市役所　子育て支援課（栄庁舎分）
上越市大島区総合事務所
上越市清里区総合事務所
上越市三和区総合事務所
上越市中郷区総合事務所
上越市名立区総合事務所
上越市吉川区総合事務所
上越市役所　福祉部　福祉課
上越市役所　安塚区総合事務所
関川村役場
胎内市役所　福祉介護課
燕市役所　健康福祉部　社会福祉課
十日町市役所　川西支所　市民課
十日町市役所　中里支所
十日町市役所　福祉課
十日町市役所　松之山支所
十日町市役所　松代支所　市民課
長岡市役所　川口支所
長岡市役所　越路支所
長岡市役所　寺泊支所
長岡市役所　栃尾支所　市民生活課
長岡市役所　中之島支所
長岡市役所　福祉課
長岡市役所　与板支所
長岡市東サービスセンター
新潟市北区役所　北出張所
新潟市中央区東出張所
新潟市東区石山出張所
見附市役所　健康福祉課
村上市役所　福祉課　福祉政策室
南魚沼市役所　福祉課
弥彦村役場
柏崎市教育委員会　学校教育課
五泉市教育委員会
佐渡市教育委員会

（医）魚野会　
　ほんだ病院・介護老人保健施設　清流苑
（福）魚野福祉会　ケアハウスやまなみ
（福）儀平会
（福）ごまどう福祉会
（福）さくら園　さくらホーム
（福）苗場福祉会　
　ヘルパーステーションあおぞら
（福）苗場福祉会　
　健康倶楽部中子の森ヘルパーステーション
（福）長岡三古老人福祉会
（福）松代福祉会
生きがい広場地蔵堂
介護老人保健施設　ケアホーム三条

介護老人保健施設　新井愛広苑
介護老人保健施設　二王子
北半田デイサービスセンター
高齢者総合施設　縄文の杜　関原
合同会社　ヘルパーステーション光
新発田西地域包括支援センター
小規模多機能型居宅介護事業所
　ひよしの家
白根保健生活協同組合
　介護老人保健施設みずき苑
地域密着型複合施設　みやざわ苑
地域密着型複合施設わしま
デイサービスセンター　おおむろの丘
特別養護老人ホーム　あいれふ安塚
特別養護老人ホーム　あがの八雲苑
特別養護老人ホーム　うおの園
特別養護老人ホーム　うかじ園
特別養護老人ホーム　桐原の郷
特別養護老人ホーム　さくら聖母の園
特別養護老人ホーム　垂水の里
特別養護老人ホーム　つかのめの里
特別養護老人ホーム　はさぎの里
特別養護老人ホーム　羽衣園
特別養護老人ホーム　白鳥の里
特別養護老人ホーム　はやまの里
特別養護老人ホーム　ブナの里
特別養護老人ホーム　ペペ・メメール
特別養護老人ホーム　槇山けやき苑
特別養護老人ホーム　みやまの里
特別養護老人ホーム　桃山園
特別養護老人ホーム　ゆり花園
長岡市高齢者基幹地域包括支援センター
ヘルパーステーション悠々の杜岩室　
マミー・ケアサービス（有）
養護老人ホーム　あやめ寮
養護老人ホーム　ひめさゆり

阿賀野市老人クラブ連合会
魚沼市守門地区老人クラブ連合会
魚沼市堀之内地区老人クラブ連合会
三和区老人クラブ連合会
新発田市老人クラブ連合会　加治明生クラブ
上越市牧区老人クラブ連合会
上越市老人クラブ連合会
燕市吉田地区老人クラブ連合会
燕市分水地区老人クラブ連合会
燕地区老人クラブ連合会
長岡市老人クラブ連合会　川口支部
新穂地区老人クラブ連合会
西川地区老人クラブ協議会
牧区老人クラブ連合会　
松代老人クラブ連合会
村上地域老人クラブ連合会
　荒川支部老人クラブ連合会
羽茂地区長生会連合会
湯之谷地区老人クラブ連合会

（医）愛広会　本部
（医）愛広会　新潟リハビリテーション病院
（医）敬愛会　末広橋病院
（医）健進会　新津医療センター病院

（医）真仁会　南部郷厚生病院
（医）新成医会
　総合リハビリテーションセンターみどり病院
（医）崇徳会　田宮病院
（医）青松会
（医）泰庸会　新潟脳外科病院
（医）知命堂病院
（医）美郷会　西蒲中央病院
（医社）共生会　中条中央病院
（医社）仁和会　聖園病院
（医社）M&Bコラボレーション　北越病院
（財）新潟県地域医療推進機構
　魚沼基幹病院
（社医）桑名恵風会　桑名病院
（社医）仁愛会　新潟中央病院
（福）恩賜財団済生会支部
　新潟県済生会三条病院
ＪＡ新潟厚生連　糸魚川総合病院
ＪＡ新潟厚生連　柏崎総合医療センター
ＪＡ新潟厚生連　三条総合病院
ＪＡ新潟厚生連　上越総合病院
ＪＡ新潟厚生連　瀬波病院
ＪＡ新潟厚生連　豊栄病院
ＪＡ新潟厚生連　長岡中央綜合病院
魚沼市国民健康保険守門診療所
魚沼市立堀之内医療センター
五泉中央病院
信楽園病院　
立川メディカルセンター　悠遊健康村病院
津南町立津南病院
新潟県厚生連村上総合病院
新潟県立柿崎病院
新潟県立加茂病院
新潟県立がんセンター新潟病院
新潟県立坂町病院
新潟県立新発田病院
新潟県立精神医療センター
新潟県立津川病院
新潟県立中央病院
新潟県立松代病院
新潟県立妙高病院
新潟県立リウマチセンター
新潟県立吉田病院
新潟市民病院
新潟手の外科研究所病院
長岡赤十字病院
長岡中央綜合病院　
日本歯科大学新潟病院
脳神経センター　阿賀野病院
白美会　白根大通病院
三島病院　
南魚沼市民病院

五十公野土地改良区
小千谷土地改良区
加治郷土地改良区
亀田郷土地改良区
刈谷田川土地改良区
川西土地改良区
国府川左岸土地改良区
白根郷土地改良区
十全土地改良区

関川水系土地改良区
津南郷土地改良区
豊浦郷土地改良区
西蒲原土地改良区
水上土地改良区
吉川土地改良区

糸魚川公共職業安定所
柏崎公共職業安定所
佐渡公共職業安定所
三条公共職業安定所
新発田公共職業安定所
上越公共職業安定所
十日町公共職業安定所
長岡公共職業安定所
長岡公共職業安定所　小千谷出張所
新潟公共職業安定所
新津公共職業安定所
巻公共職業安定所
村上公共職業安定所
南魚沼公共職業安定所
南魚沼公共職業安定所　小出出張所
日本年金機構　柏崎年金事務所
日本年金機構　三条年金事務所
日本年金機構　新発田年金事務所
日本年金機構　上越年金事務所
日本年金機構　新潟西年金事務所
日本年金機構　六日町年金機構

（株）第四北越銀行　新井支店
（株）第四北越銀行　粟山支店
（株）第四北越銀行　出雲崎支店
（株）第四北越銀行　板倉支店
（株）第四北越銀行　大野支店
（株）第四北越銀行　荻川支店
（株）第四北越銀行　柿崎支店
（株）第四北越銀行　柏崎支店
（株）第四北越銀行　片貝支店
（株）第四北越銀行　監査部
（株）第四北越銀行　神田支店
（株）第四北越銀行　北浦和支店
（株）第四北越銀行　県庁支店
（株）第四北越銀行　河渡支店
（株）第四北越銀行　五泉支店
（株）第四北越銀行　小須戸支店
（株）第四北越銀行　小針が丘支店
（株）第四北越銀行　小針支店
（株）第四北越銀行
　コンサルティング事業部
（株）第四北越銀行　コンタクトセンター
（株）第四北越銀行　坂井支店
（株）第四北越銀行　佐和田中央支店
（株）第四北越銀行　三条支店
（株）第四北越銀行　システム部
（株）第四北越銀行　新発田西支店
（株）第四北越銀行　島崎支店
（株）第四北越銀行　事業開発企画部
（株）第四北越銀行　事務サービス部
（株）第四北越銀行　事務サポート部
（株）第四北越銀行　事務統括部
（株）第四北越銀行　上越市役所出張所

【市町村役場、教育委員会】

【新潟県警察本部及び警察署等】

（株）第四北越銀行　水原支店
（株）第四北越銀行　千手支店
（株）第四北越銀行　総合企画部
（株）第四北越銀行　高田営業部
（株）第四北越銀行　月潟支店
（株）第四北越銀行　津川支店
（株）第四北越銀行　津南支店
（株）第四北越銀行　燕支店
（株）第四北越銀行　燕南支店
（株）第四北越銀行　寺泊支店
（株）第四北越銀行
　出来島コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　十日町支店
（株）第四北越銀行　十日町中央支店
（株）第四北越銀行　東京事務所
（株）第四北越銀行　東港支店
（株）第四北越銀行　直江津支店
（株）第四北越銀行　直江津中央支店
（株）第四北越銀行　直江津西支店
（株）第四北越銀行　中山支店
（株）第四北越銀行　中条支店　
（株）第四北越銀行
　長岡コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　長岡西支店
（株）第四北越銀行　長岡秘書室
（株）第四北越銀行　長岡本店営業部
（株）第四北越銀行　長岡ミドルオフィス
（株）第四北越銀行　長野営業所
（株）第四北越銀行　新潟駅南支店
（株）第四北越銀行　新潟市役所出張所
（株）第四北越銀行
　新潟東コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　新津支店
（株）第四北越銀行　西川支店
（株）第四北越銀行　沼垂支店
（株）第四北越銀行　古町支店
（株）第四北越銀行　分水支店
（株）第四北越銀行　平島支店
（株）第四北越銀行
　本店営業部　資金課
（株）第四北越銀行
　本店営業部　総務課
（株）第四北越銀行
　本店営業部　法人営業第１課
（株）第四北越銀行　まごころの会
（株）第四北越銀行　巻支店
（株）第四北越銀行　松代支店
（株）第四北越銀行　松浜支店
（株）第四北越銀行　南高田支店
（株）第四北越銀行　南新潟支店
（株）第四北越銀行　リスク統括部
（株）第四北越銀行　両津支店
（株）第四北越銀行　大和支店
（株）富有社　上越支店
第四ディーシーカード（株）
第四信用保証（株）

（株）越配
（株）新潟クボタ　小出営業所
（株）帆苅組
（株）ほしゆう
オートサービスノア

Keep　Smiling
北日本防災警備（株）　
たかやま調剤薬局
中越運送（株）
　三条ロジスティクスセンター
東器産業株式会社
にいがた住宅センター　
新潟日報社
濃飛西濃運輸（株）上越支店
松喜合資会社
麺工房桐生　
歴世礦油株式会社
山昭酒店　
山陽技術コンサルタンツ（株）
公立大学法人　新潟県立大学
事業創造大学院大学
新潟経営大学
新潟県農業大学校
新潟リハビリテーション大学
学校法人国際総合学園
　日本アニメ・マンガ専門学校
学校法人北都健勝学園
　新潟看護医療専門学校
国際こども・福祉カレッジ
国際メディカル専門学校
国際調理製菓専門学校
佐渡保育専門学校
三条看護・医療・歯科衛生専門学校
三条市医師会　准看護学院
新発田北蒲原准看護学院
長岡崇徳福祉専門学校
長岡赤十字看護専門学校
新潟医療福祉カレッジ
新潟看護医療専門学校　村上校
新潟県立十日町看護専門学校
新潟こども医療専門学校
新潟こども保育カレッジ
新潟柔整専門学校
（一財）にいがた住宅センター
（一財）下越総合健康開発センター
（一財）新潟県連合遺族会
（公社）新潟県看護協会
　訪問看護ステーションにいがた
（公財）新潟県下水道公社
（公財）新潟県下水道公社　長岡支所
（公財）新潟県下水道公社　新井郷川支所
（公財）新潟県下水道公社　新津支所
（公財）新潟県下水道公社　西川支所
（公財）新潟県下水道公社　堀之内支所
（公財）新潟県下水道公社　六日町支所
（公社）新潟県看護協会
（公財）新潟県交通安全協会
（公財）新潟県女性財団
（公財）真柄福祉財団
NPO法人　希望の会福祉会
燕市アーチェリー協会
新潟WBC　ジュニア
新潟ライオンズクラブ
新潟県厚生農業協同組合連合会
新潟県市長会
新潟県町村会
日本赤十字社新潟県支部
魚沼市消防本部

新発田地域広域事務組合消防本部
十日町地域消防本部
長岡市消防本部　警防課
長岡消防署　新町出張所
長岡消防署　関原出張所
見附市消防本部
魚沼市立小出郷図書館
十日町情報館　
長岡市立中央図書館
新潟県立図書館
新潟市立新津図書館
国土交通省　北陸信越運輸局
航空自衛隊　佐渡分屯基地
陸上自衛隊　新発田駐屯地
航空自衛隊　新潟救難隊

日本郵便（株）　信越支社
あかね町郵便局
阿賀野郵便局
新井学校町郵便局
新井郵便局
荒井浜郵便局
粟生津郵便局
粟島郵便局
イオンモール新潟南郵便局
岩船郵便局
越後広田郵便局
大河津郵便局
大島郵便局
大長谷郵便局
柏崎郵便局
加治駅前郵便局
河崎郵便局
金塚郵便局
川口郵便局
乙郵便局
黒川郵便局
五泉郵便局
五泉下町郵便局
紫雲寺郵便局
白根中央通郵便局
新松崎郵便局
関屋本村郵便局　
千田郵便局
曽野木郵便局
高田栄町郵便局
築地郵便局
鼓岡郵便局
寺泊郵便局
天王郵便局
十日町郵便局
栃堀郵便局
豊栄早通郵便局
直江津郵便局
中条郵便局
中頸城旭郵便局
中野小屋郵便局
長岡四郎丸郵便局
長岡西郵便局
名立郵便局
新潟秋葉町郵便局
新潟礎町郵便局

新潟太平郵便局
新潟大山郵便局
新潟上所郵便局
新潟県庁内郵便局
新潟下所島郵便局
新潟関屋本村郵便局
新潟中央郵便局
新潟中郵便局
新潟白山浦郵便局
新潟東中通郵便局
新潟堀之内郵便局
新潟竜ヶ島郵便局
新関郵便局
新津田家郵便局
新保郵便局
西川郵便局
松浜郵便局
見附郵便局
三川郵便局
村上郵便局
桃崎浜郵便局
万代シティ郵便局
平木田駅前郵便局
藤塚浜郵便局
分水郵便局
分田郵便局
山二ツ郵便局

（福）新潟県社会福祉協議会
（福）魚沼市社会福祉協議会
（福）小千谷市社会福祉協議会
（福）刈羽村社会福祉協議会
（福）佐渡市社会福祉協議会
（福）佐渡市社会福祉協議会　羽茂支所
（福）佐渡市社会福祉協議会　佐和田支所
（福）佐渡市社会福祉協議会　両津支所
（福）三条市社会福祉協議会
（福）新発田市社会福祉協議会
（福）上越市社会福祉協議会　板倉支所
（福）上越市社会福祉協議会　浦川原支所
（福）上越市社会福祉協議会　大潟支所
（福）上越市社会福祉協議会　大島支所
（福）上越市社会福祉協議会　柿崎支所
（福）上越市社会福祉協議会　三和支所
（福）上越市社会福祉協議会　名立支所
（福）聖籠町社会福祉協議会
（福）関川村社会福祉協議会
（福）胎内市社会福祉協議会
（福）田上町社会福祉協議会
（福）十日町市社会福祉協議会
（福）新潟市社会福祉協議会
（福）長岡市社会福祉協議会
（福）長岡市社会福祉協議会
　介護サービス課
（福）長岡市社会福祉協議会　川口支所
（福）長岡市社会福祉協議会　寺泊支所
（福）長岡市社会福祉協議会　栃尾支所
（福）南魚沼市社会福祉協議会
（福）村上市社会福祉協議会
（福）村上市社会福祉協議会　山北支所
（福）村上市社会福祉協議会　朝日支所
（福）湯沢町社会福祉協議会

糸魚川子育て支援センター
神林学童保育所
木戸ひまわりクラブ
地域子育て支援センター　おおぞら吉井
富曽亀第２児童クラブ
横越ひまわりクラブ第１

県糸魚川地域振興局　健康福祉部　
県糸魚川地域振興局　地域整備部
県糸魚川地域振興局　農林振興部
県魚沼地域振興局　企画振興部
県魚沼地域振興局　健康福祉部
県魚沼地域振興局　地域整備部
県魚沼地域振興局　農業振興部
県柏崎地域振興局　企画振興部
県柏崎地域振興局　健康福祉部
県柏崎地域振興局　地域整備部
県柏崎地域振興局　農業振興部
県佐渡地域振興局　企画振興部
県佐渡地域振興局　県税部
県佐渡地域振興局　健康福祉環境部
県佐渡地域振興局　地域整備部
県佐渡地域振興局　地域整備部（港湾空港）
県佐渡地域振興局　農地庁舎
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（農政）
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（林業）
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（水産庁舎）
県三条地域振興局　企画振興部
県三条地域振興局　健康福祉環境部
県三条地域振興局　県税部
県三条地域振興局　地域整備部
県三条地域振興局　農業振興部
県新発田地域振興局　企画振興部
県新発田地域振興局　健康福祉環境部
県新発田地域振興局　県税部
県新発田地域振興局　地域整備部
県新発田地域振興局　農業振興部
県新発田地域振興局　農村整備部
県上越地域振興局　農林振興部　
県上越地域振興局　企画振興部
県上越地域振興局　健康福祉環境部
県上越地域振興局　県税部
県上越地域振興局
　地域整備部　上越東維持管理事務所
県上越地域振興局　地域整備部
県上越地域振興局　直江津港湾事務所
県上越地域振興局　農林振興部
県上越地域振興局
　農林振興部　上越東農林事務所
県上越地域振興局　妙高砂防事務所
県十日町地域振興局　企画振興部
県十日町地域振興局　健康福祉部
県十日町地域振興局　地域整備部
県十日町地域振興局　農業振興部
県新潟地域振興局　企画振興部
県新潟地域振興局　健康福祉部
県新潟地域振興局　県税部
県新潟地域振興局　地域整備部

県新潟地域振興局　津川地区振興事務所
県新潟地域振興局　新潟港湾事務所
県新潟地域新興局　農林振興部
県新潟地域振興局　新津地域整備部
県新潟地域振興局　巻農業振興部
県村上地域振興局　企画振興部
県村上地域振興局　健康福祉部
県村上地域振興局　地域整備部
県村上地域振興局　農林振興部
県長岡地域振興局　企画振興部
県長岡地域振興局　健康福祉環境部
県長岡地域振興局　県税部
県長岡地域振興局　地域整備部
県長岡地域振興局
　地域整備部　小千谷維持管理事務所
県長岡地域振興局
　地域整備部　与板維持管理事務所
県長岡地域振興局　農林振興部
県南魚沼地域振興局　企画振興部
県南魚沼地域振興局　県税部
県南魚沼地域振興局　地域整備部
県南魚沼地域振興局　農林振興部
県教育庁　上越教育事務所
県教育庁　中越教育事務所
県教育庁　下越教育事務所
県新発田食肉衛生検査センター
県森林研究所
県水産海洋研究所
県水産海洋研究所
　佐渡水産技術センター
県中越家畜保健衛生所
県下越家畜保健衛生所
県中央家畜保健衛生所
県中央家畜保健衛生所　佐渡支所
県中央福祉相談センター
県長岡食肉衛生検査センター
県農業総合研究所
県農業総合研究所
　園芸研究センター
県農業総合研究所
　高冷地農業技術センター
県農業総合研究所
　佐渡農業技術センター
県農業総合研究所
　食品研究センター
県農業総合研究所
　畜産研究センター
県農業総合研究所
　中山間地農業技術センター
県工業技術総合研究所
県工業技術総合研究所
　県央技術支援センター
県工業技術総合研究所
　上越技術支援センター
県工業技術総合研究所
　素材応用技術支援センター
県工業技術総合研究所
　中越技術支援センター
県放射線監視センター
県立魚沼テクノスクール
県立三条テクノスクール
県立上越テクノスクール
県立新潟テクノスクール

県立生涯学習推進センター
県立歴史博物館
新潟県コロニーにいがた白岩の里
新潟県計量検定所
新潟県佐渡トキ保護センター
新潟県自治研修所
新潟県少年自然の家
新潟県消費生活センター
新潟県新潟学園
新潟県精神保健福祉協会
新潟県はまぐみ小児療育センター
新潟県保健環境科学研究所
新潟県妙法育成牧場
新潟県流域下水道事務所
新潟県立教育センター
新潟県立近代美術館
新潟県内水面水産試験場
（福）しあわせ福祉会　新潟県新星学園

県監査委員事務局
県観光文化スポーツ部　観光企画課
県観光文化スポーツ部
　国際観光推進課
県観光文化スポーツ部　スポーツ課
県企業局　施設課
県企業局　総務課
県企業局　営業企画課
県議会事務局
県教育庁　義務教育課
県教育庁　高等学校教育課
県教育庁　財務課
県教育庁　生涯学習推進課
県教育庁　総務課
県教育庁　福利課
県教育庁　文化行政課
県環境局　環境対策課
県県民生活・環境部　環境企画課
県県民生活・環境部　廃棄物対策課
県県民生活・環境部　文化振興課
県交通政策局　空港課
県交通政策局　交通政策課
県交通政策局　港湾整備課
県産業労働部　産業政策課　
県産業労働部　産業立地課
県産業労働部　雇用能力開発課
県産業労働部　しごと定住促進課
県産業労働部　地域産業振興課
県産業労働部
　創業・イノベーション推進課
県出納局　管理課
県総務部　県民生活課
県総務部　管財課
県総務部　管財課　通信管理室
県総務部　行政改革課
県総務部　財政課
県総務部　市町村課
県総務部　人事課
県総務部　税務課
県総務部　大学・私学振興課
県総務部　統計課
県総務部　法務文書課
県人事委員会事務局　総務課

県知事政策局　ICT推進課
県知事政策局　広報広聴課
県知事政策局　国際課
県知事政策局　政策企画課
県知事政策局　地域政策課
県知事政策局　政策企画課　　　　
男女平等・共同参画推進室
県知事政策局　秘書課
県土木部　河川管理課
県土木部　河川整備課
県土木部　監理課
県土木部　技術管理課
県土木部　砂防課
県土木部　道路管理課
県土木部　道路建設課
県土木部　用地・土地利用課
県土木部都市局　営繕課
県土木部都市局　下水道課
県土木部都市局　建築住宅課
県土木部都市局　都市整備課
県土木部都市局　都市政策課
県農地部　農村環境課
県農地部　農地管理課
県農地部　農地計画課
県農地部　農地建設課
県農地部　農地整備課
県農林水産部　漁港課
県農林水産部　経営普及課
県農林水産部　食品・流通課
県農林水産部　水産課
県農林水産部　地域農政推進課
県農林水産部　治山課　
県農林水産部　畜産課
県農林水産部　農業総務課
県農林水産部　農産園芸課
県農林水産部　林政課
県病院局
県福祉保健部
　医師・看護職員確保対策課
県福祉保健部　感染症対策・薬務課
県福祉保健部　健康づくり支援課
県福祉保健部　高齢福祉保健課
県福祉保健部　国保・福祉指導課
県福祉保健部　子ども家庭課
県福祉保健部　障害福祉課
県福祉保健部　生活衛生課
県福祉保健部　地域医療政策課
県福祉保健部　福祉保健総務課
県防災局　原子力安全対策課
県防災局　消防課
県防災局　防災企画課
県労働委員会事務局

障がい福祉施設・団体



新潟県保育士会
あすなろこどもえん
阿賀町立上条保育園
出雲崎こども園
医療法人新光会　認可保育園きらら
医療法人崇徳会　ひまわり保育園
漆山保育園
大島保育園
小千谷市立東保育園
亀田カトリック幼稚園
加茂市立西加茂保育園
きららおひさまこども園
けさじろ保育園
五泉市立つくし保育園
佐渡市立新穂トキっ子保育園
三条市立塚野目保育所
紫雲寺保育園
聖籠こども園
清心保育園
第一保育園
たから保育園
田上町立竹の友幼児園
たんぽぽ保育園
燕市立小池保育園
津南町立上郷保育園
なかよし保育園
中郷保育園
中里なかよし保育園
中条すこやかこども園
名立たちばな保育園
新潟市立石山保育園
新潟市立漆山東保育園
新潟市立大通保育園
新潟市立金津保育園
新潟市立木崎保育園
新潟市立木場保育園
新潟市立第二曽野木保育園
新潟市立山潟保育園
新潟青陵幼稚園
新潟中央幼稚園
ひがし保育園
ひまわり保育園
双葉保育園
ふたば西保育園
ふたば東保育園
本量寺こども園
松之山保育園
まごころ保育園ひので
南魚沼市立石打保育園
妙高市立ひまわり保育園
弥彦村立二松保育園
八幡保育園
湯沢認定こども園
阿賀野市立安野小学校
阿賀野市立京ヶ瀬小学校
阿賀野市立水原小学校
出雲崎町立出雲崎小学校
糸魚川市立磯部小学校
糸魚川市立糸魚川東小学校
糸魚川市立西海小学校
糸魚川市立田沢小学校

糸魚川市立根知小学校
糸魚川市立南能生小学校
糸魚川市立大和川小学校
魚沼市立伊米ヶ崎小学校
魚沼市立小出小学校
小千谷市立和泉小学校
小千谷市立千田小学校
小千谷市立東小千谷小学校
小千谷市立東山小学校
小千谷市立南小学校
小千谷市立吉谷小学校
柏崎市立荒浜小学校
柏崎市立大洲小学校
柏崎市立柏崎小学校
柏崎市立鯖石小学校
柏崎市立新道小学校
柏崎市立田尻小学校
柏崎市立半田小学校
柏崎市立日吉小学校
柏崎市立二田小学校
柏崎市立比角小学校
柏崎市立枇杷島小学校
柏崎市立槇原小学校
加茂市立加茂南小学校
加茂市立須田小学校
刈羽村立刈羽小学校
五泉市立愛宕小学校
五泉市立五泉小学校
五泉市立橋田小学校
佐渡市立相川小学校
佐渡市立赤泊小学校
佐渡市立小木小学校
佐渡市立金井小学校
佐渡市立金泉小学校
佐渡市立加茂小学校
佐渡市立河崎小学校
佐渡市立七浦小学校
佐渡市立新穂小学校
佐渡市立八幡小学校
三条市立飯田小学校
三条市立井栗小学校
三条市立栄中央小学校
三条市立栄北小学校
三条市立笹岡小学校
三条市立西鱈田小学校
三条市立保内小学校
新発田市立加治川小学校
新発田市立佐々木小学校
新発田市立猿橋小学校
新発田市立紫雲寺小学校
新発田市立外ケ輪小学校
新発田市立東豊小学校
新発田市立七葉小学校
新発田市立東小学校
新発田市立藤塚小学校
新発田市立二葉小学校
新発田市立米子小学校
上越教育大学附属小学校
上越市立有田小学校
上越市立飯小学校
上越市立上杉小学校
上越市立大潟町小学校
上越市立大町小学校

上越市立大島小学校
上越市立大瀁小学校
上越市立春日小学校
上越市立春日新田小学校
上越市立北諏訪小学校
上越市立黒田小学校
上越市立国府小学校
上越市立古城小学校
上越市立高田西小学校
上越市立谷浜小学校
上越市立富岡小学校
上越市立直江津小学校
上越市立中郷小学校
上越市立保倉小学校
上越市立牧小学校
上越市立南本町小学校
上越市立美守小学校
上越市立明治小学校
上越市立安塚小学校
上越市立八千浦小学校
上越市立和田小学校
関川村立関川小学校
燕市立燕南小学校
燕市立燕北小学校
燕市立吉田小学校
燕市立吉田北小学校
燕市立吉田南小学校
燕市立小池小学校
燕市立島上小学校
燕市立分水北小学校
見附市立名木野小学校
胎内市立黒川小学校
田上町立田上小学校
津南町立芦ヶ崎小学校
津南町立津南小学校
十日町市立田沢小学校
十日町市立西小学校
十日町市立水沢小学校
十日町市立鎧島小学校
長岡市立浦瀬小学校
長岡市立大島小学校
長岡市立太田小学校
長岡市立桂小学校
長岡市立上川西小学校
長岡市立上塩小学校
長岡市立上組小学校
長岡市立神田小学校
長岡市立越路西小学校
長岡市立才津小学校
長岡市立下塩小学校
長岡市立下川西小学校
長岡市立千手小学校
長岡市立十日町小学校
長岡市立栃尾東小学校
長岡市立栃尾南小学校
長岡市立東谷小学校
長岡市立日越小学校
長岡市立日吉小学校
長岡市立富曽亀小学校
長岡市立深沢小学校
長岡市立福戸小学校
長岡市立宮内小学校
長岡市立宮本小学校

長岡市立山古志小学校
長岡市立与板小学校
長岡市立脇野町小学校
新潟市立阿賀小学校
新潟市立五十嵐小学校
新潟市立茨曽根小学校
新潟市立大形小学校
新潟市立大通小学校
新潟市立岡方第二小学校
新潟市立荻川小学校
新潟市立鏡淵小学校
新潟市立潟東小学校
新潟市立上山小学校
新潟市立亀田西小学校
新潟市立木崎小学校
新潟市立黒埼南小学校
新潟市立小合東小学校
新潟市立小針小学校
新潟市立紫竹山小学校
新潟市立小瀬小学校
新潟市立白根小学校
新潟市立立仏小学校
新潟市立中之口東小学校
新潟市立中野山小学校
新潟市立新潟小学校
新潟市立沼垂小学校
新潟市立浜浦小学校
新潟市立東中野山小学校
新潟市立牡丹山小学校
新潟市立巻北小学校
新潟市立巻南小学校
新潟市立松野尾小学校
新潟市立松浜小学校
新潟市立丸山小学校
新潟市立南中野山小学校
新潟大学附属長岡校園
村上市立朝日みどり小学校
村上市立岩船小学校
村上市立村上小学校
村上市立保内小学校
村上市立山辺里小学校
妙高市立新井北小学校
妙高市立妙高高原北小学校
弥彦村立弥彦小学校
阿賀野市立京ヶ瀬中学校
阿賀野市立水原中学校
阿賀町立三川中学校
出雲崎町立出雲崎中学校
魚沼市立堀之内中学校
魚沼市立湯之谷中学校
小千谷市立東小千谷中学校
柏崎市立鏡が沖中学校
柏崎市立第一中学校
柏崎市立第二中学校
柏崎市立第三中学校
柏崎市立第五中学校
柏崎市立東中学校
柏崎市立瑞穂中学校
柏崎市立南中学校
加茂市立七谷中学校
加茂市立若宮中学校
刈羽村立刈羽中学校
五泉市立五泉北中学校

五泉市立村松桜中学校
佐渡市立赤泊中学校
佐渡市立金井中学校
佐渡市立高千中学校
三条市立大崎学園
三条市立第一中学校
三条市立第四中学校
三条市立本成寺中学校
新発田市立加治川中学校
新発田市立川東中学校
新発田市立紫雲寺中学校
上越教育大学附属中学校
上越市立浦川原中学校
上越市立大島中学校
上越市立大潟町中学校
上越市立清里中学校
上越市立頸城中学校
上越市立中郷中学校
上越市立牧中学校
上越市立八千浦中学校
関川村立関川中学校
胎内市立乙中学校
胎内市立中条中学校
燕市立燕中学校
燕市立分水中学校
十日町市立下条中学校
十日町市立中里中学校
十日町市立南中学校
新潟県立柏崎翔洋中等教育学校
新潟県立直江津中等教育学校
新潟県立津南中等教育学校
新潟県立村上中等教育学校
新潟市立岩室中学校
新潟市立臼井中学校
新潟市立大江山中学校
新潟市立木崎中学校
新潟市立高志中等教育学校
新潟市立曽野木中学校
新潟市立新潟柳都中学校
新潟市立白新中学校
新潟市立巻東中学校
新潟市立宮浦中学校
新潟市立山潟中学校
新潟市立横越中学校
長岡市立秋葉中学校
長岡市立旭岡中学校
長岡市立太田中学校
長岡市立岡南中学校
長岡市立小国中学校
長岡市立川口中学校
長岡市立栖吉中学校
長岡市立関原中学校
長岡市立北辰中学校
長岡市立東中学校
長岡市立南中学校
長岡市立宮内中学校
長岡市立山古志中学校
長岡市立与板中学校
南魚沼市立六日町中学校
湯沢町立湯沢中学校
関根学園高等学校
新潟県立上越総合技術高等学校　
新潟県立阿賀野高等学校

新潟県立阿賀黎明高等学校
新潟県立荒川高等学校
新潟県立糸魚川高等学校
新潟県立柏崎工業高等学校
新潟県立小出高等学校
新潟県立五泉高等学校
新潟県立新発田高等学校
新潟県立新発田農業高等学校
新潟県立上越総合技術高等学校
新潟県立白根高等学校
新潟県立高田商業高等学校
新潟県立高田農業高等学校
新潟県立十日町高等学校
新潟県立豊栄高等学校
新潟県立中条高等学校
新潟県立長岡高等学校
新潟県立長岡商業高等学校
新潟県立長岡明徳高等学校
新潟県立新潟北高等学校
新潟県立新潟工業高等学校
新潟県立新潟商業高等学校
新潟県立新潟翠江高等学校
新潟県立新潟西高等学校
新潟県立新潟東高等学校
新潟県立新津工業高等学校
新潟県立西新発田高等学校
新潟県立羽茂高等学校
新潟県立八海高等学校
新潟県立分水高等学校
新潟県立堀之内高等学校
新潟県立巻高等学校
新潟県立松代高等学校
新潟県立見附高等学校
新潟県立村上桜ヶ丘高等学校
糸魚川市立ひすいの里総合学校
小千谷市立総合支援学校
十日町市立ふれあいの丘支援学校
新潟県立柏崎特別支援学校
新潟県立柏崎特別支援学校　のぎく分校
新潟県立川西高等特別支援学校
新潟県立小出特別支援学校
新潟県立駒林特別支援学校
新潟県立江南高等特別支援学校
新潟県立江南高等特別支援学校　川岸分校
新潟県立五泉特別支援学校
新潟県立佐渡特別支援学校　自立活動部
新潟県立新発田竹俣特別支援学校
新潟県立上越特別支援学校
新潟県立高田特別支援学校
新潟県立月ヶ岡特別支援学校
新潟県立長岡聾学校
新潟県立新潟盲学校
新潟県立西蒲高等特別支援学校
新潟県立はまぐみ特別支援学校
新潟県立東新潟特別支援学校
新潟県立村上特別支援学校
新潟県立吉田特別支援学校
新潟市立西特別支援学校
新潟市立東特別支援学校
新潟大学教育学部　附属特別支援学校
長岡市立高等総合支援学校
長岡市立総合支援学校
見附市立見附特別支援学校

南魚沼市立総合支援学校
妙高市立総合支援学校

新潟県肢体不自由児者父母の会連合会
小千谷市肢体不自由児者父母の会
柏崎市肢体不自由児者父母の会
（医）越南会　太陽・大地の家
（医）青山信愛会　
　地域活動支援センターはっぴぃ
（株）アレック北栄　
（株）クリーンセキュリティー
（株）訪問介護ひろはた
（福）いぶきサポート協会　ばんびくらぶ
（福）魚沼地域福祉会　なないろ
（福）魚沼地域福祉会　やいろの里
（福）加治川郷　大峰寮
（福）更生慈仁会
　新潟市発達障がい支援センターJOIN
（福）さくら園　居多さくら工房
（福）佐渡福祉会　まつはらの家
（福）佐渡福祉会　岩の平園
（福）佐渡福祉会　第二岩の平園
（福）さんわ福祉会
（福）しあわせ福祉会　愛らんど新穂
（福）自立生活福祉会
（福）十日町福祉会　なかまの家
（福）十日町福祉会　なごみの家
（福）上越福祉会　かなやの里ワークス
（福）上越福祉会　かなやの里療護園
（福）上越福祉会　つどいの郷
（福）上越福祉会　にしき園
（福）中越福祉会　みのわの里工房ますがた
（福）中越福祉会　みのわの里ようこそ
（福）桐鈴会　工房とんとん
（福）栃尾福祉会　障害者支援施設　守門の里
（福）栃尾福祉会　とちおワークス
（福）新潟みずほ福祉会　みのり園
（福）新潟みずほ福祉会　新潟みずほ園
（福）新潟県身体障害者団体連合会
（福）のぞみの家福祉会
　ジョブプレイスきぼうてらす
（福）白蓮福祉会　ワークセンターふぁみりー
（福）フレンドランド福祉会
（福）みずほ福祉会　おおらい
（福）雪国ボラントピア
　障害者支援施設マイトーラ
（福）南魚沼福祉会相談支援センター
　みなみうおぬ
（福）やまびこ会
（福）奴奈川福祉会
　支援センターささゆり
NPO法人　自活支援の会　Ｇ＆Ｔにいがた
NPO法人　春よこい
NPO法人　大杉の里
阿賀野市さくらの会作業所
阿賀野市社協　ヘルパーステーションぬくもり
アレック北栄　新津
一般社団法人　フジライフスマイル
一般社団法人　みらいず
いわくすの里職員親睦会
魚沼地区障害福祉組合
　魚沼学園・魚沼更生園

かきのみ園
加茂市ホームヘルパーステーション
ケアホームげじょう
工房はたや
済生会新潟　なでしこワークス
児童発達支援センターこころん
新発田市手をつなぐ育成会　ハローハロー
就業支援事業所　ふれんどり～ミルはまなす
就労移行支援事業所　らぼらほ
就労継続支援Ａ型　アンジュ
障がい者デイサポートセンター明日葉
障がい者支援センターひだまり工房
障がい者支援施設　松潟の園
障がい者就労継続支援Ａ型事業所　ローズ
障害者支援施設　かたくりの里
障害者支援施設　浦田の里
障害者支援施設　松波の里
障害者支援施設　第二平成園
障害者就業・生活支援センターさくら
障害福祉サービス事業所　しぶみ工房
障害福祉サービス事業所　みどりの家
聖籠町身体障害者団体福祉会
相談支援事業所　ごず
短期入所施設　桑の里
地域活動支援センター　自遊館・まほろば
地域生活支援センター　いこいの家
地域生活支援施設つどい
ツクイ新潟関屋
十日町市発達支援センター
長岡市柿が丘学園
新潟県障害者リハビリテーションセンター
新潟県中越福祉事務組合
新潟県要約筆記サークル連絡協議会
新潟市めいせいデイサポートセンター
新潟市社会福祉協議会
　西蒲区訪問介護センター
新潟市立明生園
ニチイケアセンター長岡末広
西蒲原福祉事務組合　やひこの里
羽ばたきヘルパーステーション
福祉事業所　いしやま
福祉事業所　ハーモニー
放課後等デイサービス事業所
　虹のオアシス
結屋
よつば（パン工房　よつば）
ワーカーズゆたか
ワークセンターあけぼの
ワークセンターこでまり

県警察本部　刑事部鑑識課
県警察本部　刑事部鑑識課
　　　　　　科学捜査研究所
県警察本部　刑事部機動捜査隊
県警察本部　刑事部組織犯罪対策
　　　　　　第一課
県警察本部　刑事部組織犯罪対策
　　　　　　第二課
県警察本部　刑事部捜査第一課
県警察本部　刑事部捜査第二課
県警察本部　刑事部捜査第三課
県警察本部　警備部外事課

県警察本部　警備部機動隊
県警察本部　警備部警備第一課
県警察本部　警備部警備第二課
県警察本部　警務部会計課
県警察本部　警務部監察官室
県警察本部　警務部教養課
県警察本部　警務部警務課
県警察本部　警務部広報広聴課
県警察本部　警務部厚生課
県警察本部　警務部情報管理課
県警察本部　警務部総務課
県警察本部　警務部装備施設課
県警察本部　警務部留置管理課
県警察本部　交通指導課　
県警察本部　交通部運転免許センター
県警察本部　交通部交通企画課
県警察本部　交通部交通機動隊
県警察本部　交通部交通規制課
県警察本部　交通部交通指導課
県警察本部　交通部高速道路交通警察隊
県警察本部　生活安全部
　　　　　　子供女性安全対策課
県警察本部　生活安全部少年課
県警察本部　生活安全部生活安全企画課
県警察本部　生活安全部生活保安課
県警察本部　地域部地域課
県警察本部　地域部通信指令課
県警察本部　地域部鉄道警察隊
県警察本部　刑事部刑事総務課
県警察本部　生活安全部　
　　　　　　サイバー犯罪対策課
秋葉警察署
阿賀野警察署
糸魚川警察署
小千谷警察署
柏崎警察署
加茂警察署
小出警察署
五泉警察署
江南警察署
三条警察署
新発田警察署
上越警察署
津川警察署
燕警察署
十日町警察署
長岡警察署
新潟警察署
新潟西警察署
新潟中央警察署
新潟東警察署
新潟南警察署
新潟北警察署
西蒲警察署
村上警察署
見附警察署
南魚沼警察署
妙高警察署
与板警察署
新潟県警察学校

阿賀野市役所　社会福祉課

粟島浦村役場　保健福祉課
糸魚川市福祉事務所
魚沼市役所
小千谷市役所　健康未来こども課
柏崎市役所
加茂市役所
佐渡市役所　相川支所
佐渡市役所
　佐和田行政サービスセンター
佐渡市役所
　畑野行政サービスセンター
三条市役所　福祉課
三条市役所　子育て支援課（栄庁舎分）
上越市大島区総合事務所
上越市清里区総合事務所
上越市三和区総合事務所
上越市中郷区総合事務所
上越市名立区総合事務所
上越市吉川区総合事務所
上越市役所　福祉部　福祉課
上越市役所　安塚区総合事務所
関川村役場
胎内市役所　福祉介護課
燕市役所　健康福祉部　社会福祉課
十日町市役所　川西支所　市民課
十日町市役所　中里支所
十日町市役所　福祉課
十日町市役所　松之山支所
十日町市役所　松代支所　市民課
長岡市役所　川口支所
長岡市役所　越路支所
長岡市役所　寺泊支所
長岡市役所　栃尾支所　市民生活課
長岡市役所　中之島支所
長岡市役所　福祉課
長岡市役所　与板支所
長岡市東サービスセンター
新潟市北区役所　北出張所
新潟市中央区東出張所
新潟市東区石山出張所
見附市役所　健康福祉課
村上市役所　福祉課　福祉政策室
南魚沼市役所　福祉課
弥彦村役場
柏崎市教育委員会　学校教育課
五泉市教育委員会
佐渡市教育委員会

（医）魚野会　
　ほんだ病院・介護老人保健施設　清流苑
（福）魚野福祉会　ケアハウスやまなみ
（福）儀平会
（福）ごまどう福祉会
（福）さくら園　さくらホーム
（福）苗場福祉会　
　ヘルパーステーションあおぞら
（福）苗場福祉会　
　健康倶楽部中子の森ヘルパーステーション
（福）長岡三古老人福祉会
（福）松代福祉会
生きがい広場地蔵堂
介護老人保健施設　ケアホーム三条

介護老人保健施設　新井愛広苑
介護老人保健施設　二王子
北半田デイサービスセンター
高齢者総合施設　縄文の杜　関原
合同会社　ヘルパーステーション光
新発田西地域包括支援センター
小規模多機能型居宅介護事業所
　ひよしの家
白根保健生活協同組合
　介護老人保健施設みずき苑
地域密着型複合施設　みやざわ苑
地域密着型複合施設わしま
デイサービスセンター　おおむろの丘
特別養護老人ホーム　あいれふ安塚
特別養護老人ホーム　あがの八雲苑
特別養護老人ホーム　うおの園
特別養護老人ホーム　うかじ園
特別養護老人ホーム　桐原の郷
特別養護老人ホーム　さくら聖母の園
特別養護老人ホーム　垂水の里
特別養護老人ホーム　つかのめの里
特別養護老人ホーム　はさぎの里
特別養護老人ホーム　羽衣園
特別養護老人ホーム　白鳥の里
特別養護老人ホーム　はやまの里
特別養護老人ホーム　ブナの里
特別養護老人ホーム　ペペ・メメール
特別養護老人ホーム　槇山けやき苑
特別養護老人ホーム　みやまの里
特別養護老人ホーム　桃山園
特別養護老人ホーム　ゆり花園
長岡市高齢者基幹地域包括支援センター
ヘルパーステーション悠々の杜岩室　
マミー・ケアサービス（有）
養護老人ホーム　あやめ寮
養護老人ホーム　ひめさゆり

阿賀野市老人クラブ連合会
魚沼市守門地区老人クラブ連合会
魚沼市堀之内地区老人クラブ連合会
三和区老人クラブ連合会
新発田市老人クラブ連合会　加治明生クラブ
上越市牧区老人クラブ連合会
上越市老人クラブ連合会
燕市吉田地区老人クラブ連合会
燕市分水地区老人クラブ連合会
燕地区老人クラブ連合会
長岡市老人クラブ連合会　川口支部
新穂地区老人クラブ連合会
西川地区老人クラブ協議会
牧区老人クラブ連合会　
松代老人クラブ連合会
村上地域老人クラブ連合会
　荒川支部老人クラブ連合会
羽茂地区長生会連合会
湯之谷地区老人クラブ連合会

（医）愛広会　本部
（医）愛広会　新潟リハビリテーション病院
（医）敬愛会　末広橋病院
（医）健進会　新津医療センター病院

（医）真仁会　南部郷厚生病院
（医）新成医会
　総合リハビリテーションセンターみどり病院
（医）崇徳会　田宮病院
（医）青松会
（医）泰庸会　新潟脳外科病院
（医）知命堂病院
（医）美郷会　西蒲中央病院
（医社）共生会　中条中央病院
（医社）仁和会　聖園病院
（医社）M&Bコラボレーション　北越病院
（財）新潟県地域医療推進機構
　魚沼基幹病院
（社医）桑名恵風会　桑名病院
（社医）仁愛会　新潟中央病院
（福）恩賜財団済生会支部
　新潟県済生会三条病院
ＪＡ新潟厚生連　糸魚川総合病院
ＪＡ新潟厚生連　柏崎総合医療センター
ＪＡ新潟厚生連　三条総合病院
ＪＡ新潟厚生連　上越総合病院
ＪＡ新潟厚生連　瀬波病院
ＪＡ新潟厚生連　豊栄病院
ＪＡ新潟厚生連　長岡中央綜合病院
魚沼市国民健康保険守門診療所
魚沼市立堀之内医療センター
五泉中央病院
信楽園病院　
立川メディカルセンター　悠遊健康村病院
津南町立津南病院
新潟県厚生連村上総合病院
新潟県立柿崎病院
新潟県立加茂病院
新潟県立がんセンター新潟病院
新潟県立坂町病院
新潟県立新発田病院
新潟県立精神医療センター
新潟県立津川病院
新潟県立中央病院
新潟県立松代病院
新潟県立妙高病院
新潟県立リウマチセンター
新潟県立吉田病院
新潟市民病院
新潟手の外科研究所病院
長岡赤十字病院
長岡中央綜合病院　
日本歯科大学新潟病院
脳神経センター　阿賀野病院
白美会　白根大通病院
三島病院　
南魚沼市民病院

五十公野土地改良区
小千谷土地改良区
加治郷土地改良区
亀田郷土地改良区
刈谷田川土地改良区
川西土地改良区
国府川左岸土地改良区
白根郷土地改良区
十全土地改良区

関川水系土地改良区
津南郷土地改良区
豊浦郷土地改良区
西蒲原土地改良区
水上土地改良区
吉川土地改良区

糸魚川公共職業安定所
柏崎公共職業安定所
佐渡公共職業安定所
三条公共職業安定所
新発田公共職業安定所
上越公共職業安定所
十日町公共職業安定所
長岡公共職業安定所
長岡公共職業安定所　小千谷出張所
新潟公共職業安定所
新津公共職業安定所
巻公共職業安定所
村上公共職業安定所
南魚沼公共職業安定所
南魚沼公共職業安定所　小出出張所
日本年金機構　柏崎年金事務所
日本年金機構　三条年金事務所
日本年金機構　新発田年金事務所
日本年金機構　上越年金事務所
日本年金機構　新潟西年金事務所
日本年金機構　六日町年金機構

（株）第四北越銀行　新井支店
（株）第四北越銀行　粟山支店
（株）第四北越銀行　出雲崎支店
（株）第四北越銀行　板倉支店
（株）第四北越銀行　大野支店
（株）第四北越銀行　荻川支店
（株）第四北越銀行　柿崎支店
（株）第四北越銀行　柏崎支店
（株）第四北越銀行　片貝支店
（株）第四北越銀行　監査部
（株）第四北越銀行　神田支店
（株）第四北越銀行　北浦和支店
（株）第四北越銀行　県庁支店
（株）第四北越銀行　河渡支店
（株）第四北越銀行　五泉支店
（株）第四北越銀行　小須戸支店
（株）第四北越銀行　小針が丘支店
（株）第四北越銀行　小針支店
（株）第四北越銀行
　コンサルティング事業部
（株）第四北越銀行　コンタクトセンター
（株）第四北越銀行　坂井支店
（株）第四北越銀行　佐和田中央支店
（株）第四北越銀行　三条支店
（株）第四北越銀行　システム部
（株）第四北越銀行　新発田西支店
（株）第四北越銀行　島崎支店
（株）第四北越銀行　事業開発企画部
（株）第四北越銀行　事務サービス部
（株）第四北越銀行　事務サポート部
（株）第四北越銀行　事務統括部
（株）第四北越銀行　上越市役所出張所

【社会福祉施設等】

（株）第四北越銀行　水原支店
（株）第四北越銀行　千手支店
（株）第四北越銀行　総合企画部
（株）第四北越銀行　高田営業部
（株）第四北越銀行　月潟支店
（株）第四北越銀行　津川支店
（株）第四北越銀行　津南支店
（株）第四北越銀行　燕支店
（株）第四北越銀行　燕南支店
（株）第四北越銀行　寺泊支店
（株）第四北越銀行
　出来島コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　十日町支店
（株）第四北越銀行　十日町中央支店
（株）第四北越銀行　東京事務所
（株）第四北越銀行　東港支店
（株）第四北越銀行　直江津支店
（株）第四北越銀行　直江津中央支店
（株）第四北越銀行　直江津西支店
（株）第四北越銀行　中山支店
（株）第四北越銀行　中条支店　
（株）第四北越銀行
　長岡コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　長岡西支店
（株）第四北越銀行　長岡秘書室
（株）第四北越銀行　長岡本店営業部
（株）第四北越銀行　長岡ミドルオフィス
（株）第四北越銀行　長野営業所
（株）第四北越銀行　新潟駅南支店
（株）第四北越銀行　新潟市役所出張所
（株）第四北越銀行
　新潟東コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　新津支店
（株）第四北越銀行　西川支店
（株）第四北越銀行　沼垂支店
（株）第四北越銀行　古町支店
（株）第四北越銀行　分水支店
（株）第四北越銀行　平島支店
（株）第四北越銀行
　本店営業部　資金課
（株）第四北越銀行
　本店営業部　総務課
（株）第四北越銀行
　本店営業部　法人営業第１課
（株）第四北越銀行　まごころの会
（株）第四北越銀行　巻支店
（株）第四北越銀行　松代支店
（株）第四北越銀行　松浜支店
（株）第四北越銀行　南高田支店
（株）第四北越銀行　南新潟支店
（株）第四北越銀行　リスク統括部
（株）第四北越銀行　両津支店
（株）第四北越銀行　大和支店
（株）富有社　上越支店
第四ディーシーカード（株）
第四信用保証（株）

（株）越配
（株）新潟クボタ　小出営業所
（株）帆苅組
（株）ほしゆう
オートサービスノア

Keep　Smiling
北日本防災警備（株）　
たかやま調剤薬局
中越運送（株）
　三条ロジスティクスセンター
東器産業株式会社
にいがた住宅センター　
新潟日報社
濃飛西濃運輸（株）上越支店
松喜合資会社
麺工房桐生　
歴世礦油株式会社
山昭酒店　
山陽技術コンサルタンツ（株）
公立大学法人　新潟県立大学
事業創造大学院大学
新潟経営大学
新潟県農業大学校
新潟リハビリテーション大学
学校法人国際総合学園
　日本アニメ・マンガ専門学校
学校法人北都健勝学園
　新潟看護医療専門学校
国際こども・福祉カレッジ
国際メディカル専門学校
国際調理製菓専門学校
佐渡保育専門学校
三条看護・医療・歯科衛生専門学校
三条市医師会　准看護学院
新発田北蒲原准看護学院
長岡崇徳福祉専門学校
長岡赤十字看護専門学校
新潟医療福祉カレッジ
新潟看護医療専門学校　村上校
新潟県立十日町看護専門学校
新潟こども医療専門学校
新潟こども保育カレッジ
新潟柔整専門学校
（一財）にいがた住宅センター
（一財）下越総合健康開発センター
（一財）新潟県連合遺族会
（公社）新潟県看護協会
　訪問看護ステーションにいがた
（公財）新潟県下水道公社
（公財）新潟県下水道公社　長岡支所
（公財）新潟県下水道公社　新井郷川支所
（公財）新潟県下水道公社　新津支所
（公財）新潟県下水道公社　西川支所
（公財）新潟県下水道公社　堀之内支所
（公財）新潟県下水道公社　六日町支所
（公社）新潟県看護協会
（公財）新潟県交通安全協会
（公財）新潟県女性財団
（公財）真柄福祉財団
NPO法人　希望の会福祉会
燕市アーチェリー協会
新潟WBC　ジュニア
新潟ライオンズクラブ
新潟県厚生農業協同組合連合会
新潟県市長会
新潟県町村会
日本赤十字社新潟県支部
魚沼市消防本部

新発田地域広域事務組合消防本部
十日町地域消防本部
長岡市消防本部　警防課
長岡消防署　新町出張所
長岡消防署　関原出張所
見附市消防本部
魚沼市立小出郷図書館
十日町情報館　
長岡市立中央図書館
新潟県立図書館
新潟市立新津図書館
国土交通省　北陸信越運輸局
航空自衛隊　佐渡分屯基地
陸上自衛隊　新発田駐屯地
航空自衛隊　新潟救難隊

日本郵便（株）　信越支社
あかね町郵便局
阿賀野郵便局
新井学校町郵便局
新井郵便局
荒井浜郵便局
粟生津郵便局
粟島郵便局
イオンモール新潟南郵便局
岩船郵便局
越後広田郵便局
大河津郵便局
大島郵便局
大長谷郵便局
柏崎郵便局
加治駅前郵便局
河崎郵便局
金塚郵便局
川口郵便局
乙郵便局
黒川郵便局
五泉郵便局
五泉下町郵便局
紫雲寺郵便局
白根中央通郵便局
新松崎郵便局
関屋本村郵便局　
千田郵便局
曽野木郵便局
高田栄町郵便局
築地郵便局
鼓岡郵便局
寺泊郵便局
天王郵便局
十日町郵便局
栃堀郵便局
豊栄早通郵便局
直江津郵便局
中条郵便局
中頸城旭郵便局
中野小屋郵便局
長岡四郎丸郵便局
長岡西郵便局
名立郵便局
新潟秋葉町郵便局
新潟礎町郵便局

【老人クラブ】

【病院】

新潟太平郵便局
新潟大山郵便局
新潟上所郵便局
新潟県庁内郵便局
新潟下所島郵便局
新潟関屋本村郵便局
新潟中央郵便局
新潟中郵便局
新潟白山浦郵便局
新潟東中通郵便局
新潟堀之内郵便局
新潟竜ヶ島郵便局
新関郵便局
新津田家郵便局
新保郵便局
西川郵便局
松浜郵便局
見附郵便局
三川郵便局
村上郵便局
桃崎浜郵便局
万代シティ郵便局
平木田駅前郵便局
藤塚浜郵便局
分水郵便局
分田郵便局
山二ツ郵便局

（福）新潟県社会福祉協議会
（福）魚沼市社会福祉協議会
（福）小千谷市社会福祉協議会
（福）刈羽村社会福祉協議会
（福）佐渡市社会福祉協議会
（福）佐渡市社会福祉協議会　羽茂支所
（福）佐渡市社会福祉協議会　佐和田支所
（福）佐渡市社会福祉協議会　両津支所
（福）三条市社会福祉協議会
（福）新発田市社会福祉協議会
（福）上越市社会福祉協議会　板倉支所
（福）上越市社会福祉協議会　浦川原支所
（福）上越市社会福祉協議会　大潟支所
（福）上越市社会福祉協議会　大島支所
（福）上越市社会福祉協議会　柿崎支所
（福）上越市社会福祉協議会　三和支所
（福）上越市社会福祉協議会　名立支所
（福）聖籠町社会福祉協議会
（福）関川村社会福祉協議会
（福）胎内市社会福祉協議会
（福）田上町社会福祉協議会
（福）十日町市社会福祉協議会
（福）新潟市社会福祉協議会
（福）長岡市社会福祉協議会
（福）長岡市社会福祉協議会
　介護サービス課
（福）長岡市社会福祉協議会　川口支所
（福）長岡市社会福祉協議会　寺泊支所
（福）長岡市社会福祉協議会　栃尾支所
（福）南魚沼市社会福祉協議会
（福）村上市社会福祉協議会
（福）村上市社会福祉協議会　山北支所
（福）村上市社会福祉協議会　朝日支所
（福）湯沢町社会福祉協議会

【土地改良区】

糸魚川子育て支援センター
神林学童保育所
木戸ひまわりクラブ
地域子育て支援センター　おおぞら吉井
富曽亀第２児童クラブ
横越ひまわりクラブ第１

県糸魚川地域振興局　健康福祉部　
県糸魚川地域振興局　地域整備部
県糸魚川地域振興局　農林振興部
県魚沼地域振興局　企画振興部
県魚沼地域振興局　健康福祉部
県魚沼地域振興局　地域整備部
県魚沼地域振興局　農業振興部
県柏崎地域振興局　企画振興部
県柏崎地域振興局　健康福祉部
県柏崎地域振興局　地域整備部
県柏崎地域振興局　農業振興部
県佐渡地域振興局　企画振興部
県佐渡地域振興局　県税部
県佐渡地域振興局　健康福祉環境部
県佐渡地域振興局　地域整備部
県佐渡地域振興局　地域整備部（港湾空港）
県佐渡地域振興局　農地庁舎
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（農政）
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（林業）
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（水産庁舎）
県三条地域振興局　企画振興部
県三条地域振興局　健康福祉環境部
県三条地域振興局　県税部
県三条地域振興局　地域整備部
県三条地域振興局　農業振興部
県新発田地域振興局　企画振興部
県新発田地域振興局　健康福祉環境部
県新発田地域振興局　県税部
県新発田地域振興局　地域整備部
県新発田地域振興局　農業振興部
県新発田地域振興局　農村整備部
県上越地域振興局　農林振興部　
県上越地域振興局　企画振興部
県上越地域振興局　健康福祉環境部
県上越地域振興局　県税部
県上越地域振興局
　地域整備部　上越東維持管理事務所
県上越地域振興局　地域整備部
県上越地域振興局　直江津港湾事務所
県上越地域振興局　農林振興部
県上越地域振興局
　農林振興部　上越東農林事務所
県上越地域振興局　妙高砂防事務所
県十日町地域振興局　企画振興部
県十日町地域振興局　健康福祉部
県十日町地域振興局　地域整備部
県十日町地域振興局　農業振興部
県新潟地域振興局　企画振興部
県新潟地域振興局　健康福祉部
県新潟地域振興局　県税部
県新潟地域振興局　地域整備部

県新潟地域振興局　津川地区振興事務所
県新潟地域振興局　新潟港湾事務所
県新潟地域新興局　農林振興部
県新潟地域振興局　新津地域整備部
県新潟地域振興局　巻農業振興部
県村上地域振興局　企画振興部
県村上地域振興局　健康福祉部
県村上地域振興局　地域整備部
県村上地域振興局　農林振興部
県長岡地域振興局　企画振興部
県長岡地域振興局　健康福祉環境部
県長岡地域振興局　県税部
県長岡地域振興局　地域整備部
県長岡地域振興局
　地域整備部　小千谷維持管理事務所
県長岡地域振興局
　地域整備部　与板維持管理事務所
県長岡地域振興局　農林振興部
県南魚沼地域振興局　企画振興部
県南魚沼地域振興局　県税部
県南魚沼地域振興局　地域整備部
県南魚沼地域振興局　農林振興部
県教育庁　上越教育事務所
県教育庁　中越教育事務所
県教育庁　下越教育事務所
県新発田食肉衛生検査センター
県森林研究所
県水産海洋研究所
県水産海洋研究所
　佐渡水産技術センター
県中越家畜保健衛生所
県下越家畜保健衛生所
県中央家畜保健衛生所
県中央家畜保健衛生所　佐渡支所
県中央福祉相談センター
県長岡食肉衛生検査センター
県農業総合研究所
県農業総合研究所
　園芸研究センター
県農業総合研究所
　高冷地農業技術センター
県農業総合研究所
　佐渡農業技術センター
県農業総合研究所
　食品研究センター
県農業総合研究所
　畜産研究センター
県農業総合研究所
　中山間地農業技術センター
県工業技術総合研究所
県工業技術総合研究所
　県央技術支援センター
県工業技術総合研究所
　上越技術支援センター
県工業技術総合研究所
　素材応用技術支援センター
県工業技術総合研究所
　中越技術支援センター
県放射線監視センター
県立魚沼テクノスクール
県立三条テクノスクール
県立上越テクノスクール
県立新潟テクノスクール

県立生涯学習推進センター
県立歴史博物館
新潟県コロニーにいがた白岩の里
新潟県計量検定所
新潟県佐渡トキ保護センター
新潟県自治研修所
新潟県少年自然の家
新潟県消費生活センター
新潟県新潟学園
新潟県精神保健福祉協会
新潟県はまぐみ小児療育センター
新潟県保健環境科学研究所
新潟県妙法育成牧場
新潟県流域下水道事務所
新潟県立教育センター
新潟県立近代美術館
新潟県内水面水産試験場
（福）しあわせ福祉会　新潟県新星学園

県監査委員事務局
県観光文化スポーツ部　観光企画課
県観光文化スポーツ部
　国際観光推進課
県観光文化スポーツ部　スポーツ課
県企業局　施設課
県企業局　総務課
県企業局　営業企画課
県議会事務局
県教育庁　義務教育課
県教育庁　高等学校教育課
県教育庁　財務課
県教育庁　生涯学習推進課
県教育庁　総務課
県教育庁　福利課
県教育庁　文化行政課
県環境局　環境対策課
県県民生活・環境部　環境企画課
県県民生活・環境部　廃棄物対策課
県県民生活・環境部　文化振興課
県交通政策局　空港課
県交通政策局　交通政策課
県交通政策局　港湾整備課
県産業労働部　産業政策課　
県産業労働部　産業立地課
県産業労働部　雇用能力開発課
県産業労働部　しごと定住促進課
県産業労働部　地域産業振興課
県産業労働部
　創業・イノベーション推進課
県出納局　管理課
県総務部　県民生活課
県総務部　管財課
県総務部　管財課　通信管理室
県総務部　行政改革課
県総務部　財政課
県総務部　市町村課
県総務部　人事課
県総務部　税務課
県総務部　大学・私学振興課
県総務部　統計課
県総務部　法務文書課
県人事委員会事務局　総務課

県知事政策局　ICT推進課
県知事政策局　広報広聴課
県知事政策局　国際課
県知事政策局　政策企画課
県知事政策局　地域政策課
県知事政策局　政策企画課　　　　
男女平等・共同参画推進室
県知事政策局　秘書課
県土木部　河川管理課
県土木部　河川整備課
県土木部　監理課
県土木部　技術管理課
県土木部　砂防課
県土木部　道路管理課
県土木部　道路建設課
県土木部　用地・土地利用課
県土木部都市局　営繕課
県土木部都市局　下水道課
県土木部都市局　建築住宅課
県土木部都市局　都市整備課
県土木部都市局　都市政策課
県農地部　農村環境課
県農地部　農地管理課
県農地部　農地計画課
県農地部　農地建設課
県農地部　農地整備課
県農林水産部　漁港課
県農林水産部　経営普及課
県農林水産部　食品・流通課
県農林水産部　水産課
県農林水産部　地域農政推進課
県農林水産部　治山課　
県農林水産部　畜産課
県農林水産部　農業総務課
県農林水産部　農産園芸課
県農林水産部　林政課
県病院局
県福祉保健部
　医師・看護職員確保対策課
県福祉保健部　感染症対策・薬務課
県福祉保健部　健康づくり支援課
県福祉保健部　高齢福祉保健課
県福祉保健部　国保・福祉指導課
県福祉保健部　子ども家庭課
県福祉保健部　障害福祉課
県福祉保健部　生活衛生課
県福祉保健部　地域医療政策課
県福祉保健部　福祉保健総務課
県防災局　原子力安全対策課
県防災局　消防課
県防災局　防災企画課
県労働委員会事務局



新潟県保育士会
あすなろこどもえん
阿賀町立上条保育園
出雲崎こども園
医療法人新光会　認可保育園きらら
医療法人崇徳会　ひまわり保育園
漆山保育園
大島保育園
小千谷市立東保育園
亀田カトリック幼稚園
加茂市立西加茂保育園
きららおひさまこども園
けさじろ保育園
五泉市立つくし保育園
佐渡市立新穂トキっ子保育園
三条市立塚野目保育所
紫雲寺保育園
聖籠こども園
清心保育園
第一保育園
たから保育園
田上町立竹の友幼児園
たんぽぽ保育園
燕市立小池保育園
津南町立上郷保育園
なかよし保育園
中郷保育園
中里なかよし保育園
中条すこやかこども園
名立たちばな保育園
新潟市立石山保育園
新潟市立漆山東保育園
新潟市立大通保育園
新潟市立金津保育園
新潟市立木崎保育園
新潟市立木場保育園
新潟市立第二曽野木保育園
新潟市立山潟保育園
新潟青陵幼稚園
新潟中央幼稚園
ひがし保育園
ひまわり保育園
双葉保育園
ふたば西保育園
ふたば東保育園
本量寺こども園
松之山保育園
まごころ保育園ひので
南魚沼市立石打保育園
妙高市立ひまわり保育園
弥彦村立二松保育園
八幡保育園
湯沢認定こども園
阿賀野市立安野小学校
阿賀野市立京ヶ瀬小学校
阿賀野市立水原小学校
出雲崎町立出雲崎小学校
糸魚川市立磯部小学校
糸魚川市立糸魚川東小学校
糸魚川市立西海小学校
糸魚川市立田沢小学校

糸魚川市立根知小学校
糸魚川市立南能生小学校
糸魚川市立大和川小学校
魚沼市立伊米ヶ崎小学校
魚沼市立小出小学校
小千谷市立和泉小学校
小千谷市立千田小学校
小千谷市立東小千谷小学校
小千谷市立東山小学校
小千谷市立南小学校
小千谷市立吉谷小学校
柏崎市立荒浜小学校
柏崎市立大洲小学校
柏崎市立柏崎小学校
柏崎市立鯖石小学校
柏崎市立新道小学校
柏崎市立田尻小学校
柏崎市立半田小学校
柏崎市立日吉小学校
柏崎市立二田小学校
柏崎市立比角小学校
柏崎市立枇杷島小学校
柏崎市立槇原小学校
加茂市立加茂南小学校
加茂市立須田小学校
刈羽村立刈羽小学校
五泉市立愛宕小学校
五泉市立五泉小学校
五泉市立橋田小学校
佐渡市立相川小学校
佐渡市立赤泊小学校
佐渡市立小木小学校
佐渡市立金井小学校
佐渡市立金泉小学校
佐渡市立加茂小学校
佐渡市立河崎小学校
佐渡市立七浦小学校
佐渡市立新穂小学校
佐渡市立八幡小学校
三条市立飯田小学校
三条市立井栗小学校
三条市立栄中央小学校
三条市立栄北小学校
三条市立笹岡小学校
三条市立西鱈田小学校
三条市立保内小学校
新発田市立加治川小学校
新発田市立佐々木小学校
新発田市立猿橋小学校
新発田市立紫雲寺小学校
新発田市立外ケ輪小学校
新発田市立東豊小学校
新発田市立七葉小学校
新発田市立東小学校
新発田市立藤塚小学校
新発田市立二葉小学校
新発田市立米子小学校
上越教育大学附属小学校
上越市立有田小学校
上越市立飯小学校
上越市立上杉小学校
上越市立大潟町小学校
上越市立大町小学校

上越市立大島小学校
上越市立大瀁小学校
上越市立春日小学校
上越市立春日新田小学校
上越市立北諏訪小学校
上越市立黒田小学校
上越市立国府小学校
上越市立古城小学校
上越市立高田西小学校
上越市立谷浜小学校
上越市立富岡小学校
上越市立直江津小学校
上越市立中郷小学校
上越市立保倉小学校
上越市立牧小学校
上越市立南本町小学校
上越市立美守小学校
上越市立明治小学校
上越市立安塚小学校
上越市立八千浦小学校
上越市立和田小学校
関川村立関川小学校
燕市立燕南小学校
燕市立燕北小学校
燕市立吉田小学校
燕市立吉田北小学校
燕市立吉田南小学校
燕市立小池小学校
燕市立島上小学校
燕市立分水北小学校
見附市立名木野小学校
胎内市立黒川小学校
田上町立田上小学校
津南町立芦ヶ崎小学校
津南町立津南小学校
十日町市立田沢小学校
十日町市立西小学校
十日町市立水沢小学校
十日町市立鎧島小学校
長岡市立浦瀬小学校
長岡市立大島小学校
長岡市立太田小学校
長岡市立桂小学校
長岡市立上川西小学校
長岡市立上塩小学校
長岡市立上組小学校
長岡市立神田小学校
長岡市立越路西小学校
長岡市立才津小学校
長岡市立下塩小学校
長岡市立下川西小学校
長岡市立千手小学校
長岡市立十日町小学校
長岡市立栃尾東小学校
長岡市立栃尾南小学校
長岡市立東谷小学校
長岡市立日越小学校
長岡市立日吉小学校
長岡市立富曽亀小学校
長岡市立深沢小学校
長岡市立福戸小学校
長岡市立宮内小学校
長岡市立宮本小学校

長岡市立山古志小学校
長岡市立与板小学校
長岡市立脇野町小学校
新潟市立阿賀小学校
新潟市立五十嵐小学校
新潟市立茨曽根小学校
新潟市立大形小学校
新潟市立大通小学校
新潟市立岡方第二小学校
新潟市立荻川小学校
新潟市立鏡淵小学校
新潟市立潟東小学校
新潟市立上山小学校
新潟市立亀田西小学校
新潟市立木崎小学校
新潟市立黒埼南小学校
新潟市立小合東小学校
新潟市立小針小学校
新潟市立紫竹山小学校
新潟市立小瀬小学校
新潟市立白根小学校
新潟市立立仏小学校
新潟市立中之口東小学校
新潟市立中野山小学校
新潟市立新潟小学校
新潟市立沼垂小学校
新潟市立浜浦小学校
新潟市立東中野山小学校
新潟市立牡丹山小学校
新潟市立巻北小学校
新潟市立巻南小学校
新潟市立松野尾小学校
新潟市立松浜小学校
新潟市立丸山小学校
新潟市立南中野山小学校
新潟大学附属長岡校園
村上市立朝日みどり小学校
村上市立岩船小学校
村上市立村上小学校
村上市立保内小学校
村上市立山辺里小学校
妙高市立新井北小学校
妙高市立妙高高原北小学校
弥彦村立弥彦小学校
阿賀野市立京ヶ瀬中学校
阿賀野市立水原中学校
阿賀町立三川中学校
出雲崎町立出雲崎中学校
魚沼市立堀之内中学校
魚沼市立湯之谷中学校
小千谷市立東小千谷中学校
柏崎市立鏡が沖中学校
柏崎市立第一中学校
柏崎市立第二中学校
柏崎市立第三中学校
柏崎市立第五中学校
柏崎市立東中学校
柏崎市立瑞穂中学校
柏崎市立南中学校
加茂市立七谷中学校
加茂市立若宮中学校
刈羽村立刈羽中学校
五泉市立五泉北中学校

五泉市立村松桜中学校
佐渡市立赤泊中学校
佐渡市立金井中学校
佐渡市立高千中学校
三条市立大崎学園
三条市立第一中学校
三条市立第四中学校
三条市立本成寺中学校
新発田市立加治川中学校
新発田市立川東中学校
新発田市立紫雲寺中学校
上越教育大学附属中学校
上越市立浦川原中学校
上越市立大島中学校
上越市立大潟町中学校
上越市立清里中学校
上越市立頸城中学校
上越市立中郷中学校
上越市立牧中学校
上越市立八千浦中学校
関川村立関川中学校
胎内市立乙中学校
胎内市立中条中学校
燕市立燕中学校
燕市立分水中学校
十日町市立下条中学校
十日町市立中里中学校
十日町市立南中学校
新潟県立柏崎翔洋中等教育学校
新潟県立直江津中等教育学校
新潟県立津南中等教育学校
新潟県立村上中等教育学校
新潟市立岩室中学校
新潟市立臼井中学校
新潟市立大江山中学校
新潟市立木崎中学校
新潟市立高志中等教育学校
新潟市立曽野木中学校
新潟市立新潟柳都中学校
新潟市立白新中学校
新潟市立巻東中学校
新潟市立宮浦中学校
新潟市立山潟中学校
新潟市立横越中学校
長岡市立秋葉中学校
長岡市立旭岡中学校
長岡市立太田中学校
長岡市立岡南中学校
長岡市立小国中学校
長岡市立川口中学校
長岡市立栖吉中学校
長岡市立関原中学校
長岡市立北辰中学校
長岡市立東中学校
長岡市立南中学校
長岡市立宮内中学校
長岡市立山古志中学校
長岡市立与板中学校
南魚沼市立六日町中学校
湯沢町立湯沢中学校
関根学園高等学校
新潟県立上越総合技術高等学校　
新潟県立阿賀野高等学校

新潟県立阿賀黎明高等学校
新潟県立荒川高等学校
新潟県立糸魚川高等学校
新潟県立柏崎工業高等学校
新潟県立小出高等学校
新潟県立五泉高等学校
新潟県立新発田高等学校
新潟県立新発田農業高等学校
新潟県立上越総合技術高等学校
新潟県立白根高等学校
新潟県立高田商業高等学校
新潟県立高田農業高等学校
新潟県立十日町高等学校
新潟県立豊栄高等学校
新潟県立中条高等学校
新潟県立長岡高等学校
新潟県立長岡商業高等学校
新潟県立長岡明徳高等学校
新潟県立新潟北高等学校
新潟県立新潟工業高等学校
新潟県立新潟商業高等学校
新潟県立新潟翠江高等学校
新潟県立新潟西高等学校
新潟県立新潟東高等学校
新潟県立新津工業高等学校
新潟県立西新発田高等学校
新潟県立羽茂高等学校
新潟県立八海高等学校
新潟県立分水高等学校
新潟県立堀之内高等学校
新潟県立巻高等学校
新潟県立松代高等学校
新潟県立見附高等学校
新潟県立村上桜ヶ丘高等学校
糸魚川市立ひすいの里総合学校
小千谷市立総合支援学校
十日町市立ふれあいの丘支援学校
新潟県立柏崎特別支援学校
新潟県立柏崎特別支援学校　のぎく分校
新潟県立川西高等特別支援学校
新潟県立小出特別支援学校
新潟県立駒林特別支援学校
新潟県立江南高等特別支援学校
新潟県立江南高等特別支援学校　川岸分校
新潟県立五泉特別支援学校
新潟県立佐渡特別支援学校　自立活動部
新潟県立新発田竹俣特別支援学校
新潟県立上越特別支援学校
新潟県立高田特別支援学校
新潟県立月ヶ岡特別支援学校
新潟県立長岡聾学校
新潟県立新潟盲学校
新潟県立西蒲高等特別支援学校
新潟県立はまぐみ特別支援学校
新潟県立東新潟特別支援学校
新潟県立村上特別支援学校
新潟県立吉田特別支援学校
新潟市立西特別支援学校
新潟市立東特別支援学校
新潟大学教育学部　附属特別支援学校
長岡市立高等総合支援学校
長岡市立総合支援学校
見附市立見附特別支援学校

南魚沼市立総合支援学校
妙高市立総合支援学校

新潟県肢体不自由児者父母の会連合会
小千谷市肢体不自由児者父母の会
柏崎市肢体不自由児者父母の会
（医）越南会　太陽・大地の家
（医）青山信愛会　
　地域活動支援センターはっぴぃ
（株）アレック北栄　
（株）クリーンセキュリティー
（株）訪問介護ひろはた
（福）いぶきサポート協会　ばんびくらぶ
（福）魚沼地域福祉会　なないろ
（福）魚沼地域福祉会　やいろの里
（福）加治川郷　大峰寮
（福）更生慈仁会
　新潟市発達障がい支援センターJOIN
（福）さくら園　居多さくら工房
（福）佐渡福祉会　まつはらの家
（福）佐渡福祉会　岩の平園
（福）佐渡福祉会　第二岩の平園
（福）さんわ福祉会
（福）しあわせ福祉会　愛らんど新穂
（福）自立生活福祉会
（福）十日町福祉会　なかまの家
（福）十日町福祉会　なごみの家
（福）上越福祉会　かなやの里ワークス
（福）上越福祉会　かなやの里療護園
（福）上越福祉会　つどいの郷
（福）上越福祉会　にしき園
（福）中越福祉会　みのわの里工房ますがた
（福）中越福祉会　みのわの里ようこそ
（福）桐鈴会　工房とんとん
（福）栃尾福祉会　障害者支援施設　守門の里
（福）栃尾福祉会　とちおワークス
（福）新潟みずほ福祉会　みのり園
（福）新潟みずほ福祉会　新潟みずほ園
（福）新潟県身体障害者団体連合会
（福）のぞみの家福祉会
　ジョブプレイスきぼうてらす
（福）白蓮福祉会　ワークセンターふぁみりー
（福）フレンドランド福祉会
（福）みずほ福祉会　おおらい
（福）雪国ボラントピア
　障害者支援施設マイトーラ
（福）南魚沼福祉会相談支援センター
　みなみうおぬ
（福）やまびこ会
（福）奴奈川福祉会
　支援センターささゆり
NPO法人　自活支援の会　Ｇ＆Ｔにいがた
NPO法人　春よこい
NPO法人　大杉の里
阿賀野市さくらの会作業所
阿賀野市社協　ヘルパーステーションぬくもり
アレック北栄　新津
一般社団法人　フジライフスマイル
一般社団法人　みらいず
いわくすの里職員親睦会
魚沼地区障害福祉組合
　魚沼学園・魚沼更生園

かきのみ園
加茂市ホームヘルパーステーション
ケアホームげじょう
工房はたや
済生会新潟　なでしこワークス
児童発達支援センターこころん
新発田市手をつなぐ育成会　ハローハロー
就業支援事業所　ふれんどり～ミルはまなす
就労移行支援事業所　らぼらほ
就労継続支援Ａ型　アンジュ
障がい者デイサポートセンター明日葉
障がい者支援センターひだまり工房
障がい者支援施設　松潟の園
障がい者就労継続支援Ａ型事業所　ローズ
障害者支援施設　かたくりの里
障害者支援施設　浦田の里
障害者支援施設　松波の里
障害者支援施設　第二平成園
障害者就業・生活支援センターさくら
障害福祉サービス事業所　しぶみ工房
障害福祉サービス事業所　みどりの家
聖籠町身体障害者団体福祉会
相談支援事業所　ごず
短期入所施設　桑の里
地域活動支援センター　自遊館・まほろば
地域生活支援センター　いこいの家
地域生活支援施設つどい
ツクイ新潟関屋
十日町市発達支援センター
長岡市柿が丘学園
新潟県障害者リハビリテーションセンター
新潟県中越福祉事務組合
新潟県要約筆記サークル連絡協議会
新潟市めいせいデイサポートセンター
新潟市社会福祉協議会
　西蒲区訪問介護センター
新潟市立明生園
ニチイケアセンター長岡末広
西蒲原福祉事務組合　やひこの里
羽ばたきヘルパーステーション
福祉事業所　いしやま
福祉事業所　ハーモニー
放課後等デイサービス事業所
　虹のオアシス
結屋
よつば（パン工房　よつば）
ワーカーズゆたか
ワークセンターあけぼの
ワークセンターこでまり

県警察本部　刑事部鑑識課
県警察本部　刑事部鑑識課
　　　　　　科学捜査研究所
県警察本部　刑事部機動捜査隊
県警察本部　刑事部組織犯罪対策
　　　　　　第一課
県警察本部　刑事部組織犯罪対策
　　　　　　第二課
県警察本部　刑事部捜査第一課
県警察本部　刑事部捜査第二課
県警察本部　刑事部捜査第三課
県警察本部　警備部外事課

県警察本部　警備部機動隊
県警察本部　警備部警備第一課
県警察本部　警備部警備第二課
県警察本部　警務部会計課
県警察本部　警務部監察官室
県警察本部　警務部教養課
県警察本部　警務部警務課
県警察本部　警務部広報広聴課
県警察本部　警務部厚生課
県警察本部　警務部情報管理課
県警察本部　警務部総務課
県警察本部　警務部装備施設課
県警察本部　警務部留置管理課
県警察本部　交通指導課　
県警察本部　交通部運転免許センター
県警察本部　交通部交通企画課
県警察本部　交通部交通機動隊
県警察本部　交通部交通規制課
県警察本部　交通部交通指導課
県警察本部　交通部高速道路交通警察隊
県警察本部　生活安全部
　　　　　　子供女性安全対策課
県警察本部　生活安全部少年課
県警察本部　生活安全部生活安全企画課
県警察本部　生活安全部生活保安課
県警察本部　地域部地域課
県警察本部　地域部通信指令課
県警察本部　地域部鉄道警察隊
県警察本部　刑事部刑事総務課
県警察本部　生活安全部　
　　　　　　サイバー犯罪対策課
秋葉警察署
阿賀野警察署
糸魚川警察署
小千谷警察署
柏崎警察署
加茂警察署
小出警察署
五泉警察署
江南警察署
三条警察署
新発田警察署
上越警察署
津川警察署
燕警察署
十日町警察署
長岡警察署
新潟警察署
新潟西警察署
新潟中央警察署
新潟東警察署
新潟南警察署
新潟北警察署
西蒲警察署
村上警察署
見附警察署
南魚沼警察署
妙高警察署
与板警察署
新潟県警察学校

阿賀野市役所　社会福祉課

粟島浦村役場　保健福祉課
糸魚川市福祉事務所
魚沼市役所
小千谷市役所　健康未来こども課
柏崎市役所
加茂市役所
佐渡市役所　相川支所
佐渡市役所
　佐和田行政サービスセンター
佐渡市役所
　畑野行政サービスセンター
三条市役所　福祉課
三条市役所　子育て支援課（栄庁舎分）
上越市大島区総合事務所
上越市清里区総合事務所
上越市三和区総合事務所
上越市中郷区総合事務所
上越市名立区総合事務所
上越市吉川区総合事務所
上越市役所　福祉部　福祉課
上越市役所　安塚区総合事務所
関川村役場
胎内市役所　福祉介護課
燕市役所　健康福祉部　社会福祉課
十日町市役所　川西支所　市民課
十日町市役所　中里支所
十日町市役所　福祉課
十日町市役所　松之山支所
十日町市役所　松代支所　市民課
長岡市役所　川口支所
長岡市役所　越路支所
長岡市役所　寺泊支所
長岡市役所　栃尾支所　市民生活課
長岡市役所　中之島支所
長岡市役所　福祉課
長岡市役所　与板支所
長岡市東サービスセンター
新潟市北区役所　北出張所
新潟市中央区東出張所
新潟市東区石山出張所
見附市役所　健康福祉課
村上市役所　福祉課　福祉政策室
南魚沼市役所　福祉課
弥彦村役場
柏崎市教育委員会　学校教育課
五泉市教育委員会
佐渡市教育委員会

（医）魚野会　
　ほんだ病院・介護老人保健施設　清流苑
（福）魚野福祉会　ケアハウスやまなみ
（福）儀平会
（福）ごまどう福祉会
（福）さくら園　さくらホーム
（福）苗場福祉会　
　ヘルパーステーションあおぞら
（福）苗場福祉会　
　健康倶楽部中子の森ヘルパーステーション
（福）長岡三古老人福祉会
（福）松代福祉会
生きがい広場地蔵堂
介護老人保健施設　ケアホーム三条

介護老人保健施設　新井愛広苑
介護老人保健施設　二王子
北半田デイサービスセンター
高齢者総合施設　縄文の杜　関原
合同会社　ヘルパーステーション光
新発田西地域包括支援センター
小規模多機能型居宅介護事業所
　ひよしの家
白根保健生活協同組合
　介護老人保健施設みずき苑
地域密着型複合施設　みやざわ苑
地域密着型複合施設わしま
デイサービスセンター　おおむろの丘
特別養護老人ホーム　あいれふ安塚
特別養護老人ホーム　あがの八雲苑
特別養護老人ホーム　うおの園
特別養護老人ホーム　うかじ園
特別養護老人ホーム　桐原の郷
特別養護老人ホーム　さくら聖母の園
特別養護老人ホーム　垂水の里
特別養護老人ホーム　つかのめの里
特別養護老人ホーム　はさぎの里
特別養護老人ホーム　羽衣園
特別養護老人ホーム　白鳥の里
特別養護老人ホーム　はやまの里
特別養護老人ホーム　ブナの里
特別養護老人ホーム　ペペ・メメール
特別養護老人ホーム　槇山けやき苑
特別養護老人ホーム　みやまの里
特別養護老人ホーム　桃山園
特別養護老人ホーム　ゆり花園
長岡市高齢者基幹地域包括支援センター
ヘルパーステーション悠々の杜岩室　
マミー・ケアサービス（有）
養護老人ホーム　あやめ寮
養護老人ホーム　ひめさゆり

阿賀野市老人クラブ連合会
魚沼市守門地区老人クラブ連合会
魚沼市堀之内地区老人クラブ連合会
三和区老人クラブ連合会
新発田市老人クラブ連合会　加治明生クラブ
上越市牧区老人クラブ連合会
上越市老人クラブ連合会
燕市吉田地区老人クラブ連合会
燕市分水地区老人クラブ連合会
燕地区老人クラブ連合会
長岡市老人クラブ連合会　川口支部
新穂地区老人クラブ連合会
西川地区老人クラブ協議会
牧区老人クラブ連合会　
松代老人クラブ連合会
村上地域老人クラブ連合会
　荒川支部老人クラブ連合会
羽茂地区長生会連合会
湯之谷地区老人クラブ連合会

（医）愛広会　本部
（医）愛広会　新潟リハビリテーション病院
（医）敬愛会　末広橋病院
（医）健進会　新津医療センター病院

（医）真仁会　南部郷厚生病院
（医）新成医会
　総合リハビリテーションセンターみどり病院
（医）崇徳会　田宮病院
（医）青松会
（医）泰庸会　新潟脳外科病院
（医）知命堂病院
（医）美郷会　西蒲中央病院
（医社）共生会　中条中央病院
（医社）仁和会　聖園病院
（医社）M&Bコラボレーション　北越病院
（財）新潟県地域医療推進機構
　魚沼基幹病院
（社医）桑名恵風会　桑名病院
（社医）仁愛会　新潟中央病院
（福）恩賜財団済生会支部
　新潟県済生会三条病院
ＪＡ新潟厚生連　糸魚川総合病院
ＪＡ新潟厚生連　柏崎総合医療センター
ＪＡ新潟厚生連　三条総合病院
ＪＡ新潟厚生連　上越総合病院
ＪＡ新潟厚生連　瀬波病院
ＪＡ新潟厚生連　豊栄病院
ＪＡ新潟厚生連　長岡中央綜合病院
魚沼市国民健康保険守門診療所
魚沼市立堀之内医療センター
五泉中央病院
信楽園病院　
立川メディカルセンター　悠遊健康村病院
津南町立津南病院
新潟県厚生連村上総合病院
新潟県立柿崎病院
新潟県立加茂病院
新潟県立がんセンター新潟病院
新潟県立坂町病院
新潟県立新発田病院
新潟県立精神医療センター
新潟県立津川病院
新潟県立中央病院
新潟県立松代病院
新潟県立妙高病院
新潟県立リウマチセンター
新潟県立吉田病院
新潟市民病院
新潟手の外科研究所病院
長岡赤十字病院
長岡中央綜合病院　
日本歯科大学新潟病院
脳神経センター　阿賀野病院
白美会　白根大通病院
三島病院　
南魚沼市民病院

五十公野土地改良区
小千谷土地改良区
加治郷土地改良区
亀田郷土地改良区
刈谷田川土地改良区
川西土地改良区
国府川左岸土地改良区
白根郷土地改良区
十全土地改良区

関川水系土地改良区
津南郷土地改良区
豊浦郷土地改良区
西蒲原土地改良区
水上土地改良区
吉川土地改良区

糸魚川公共職業安定所
柏崎公共職業安定所
佐渡公共職業安定所
三条公共職業安定所
新発田公共職業安定所
上越公共職業安定所
十日町公共職業安定所
長岡公共職業安定所
長岡公共職業安定所　小千谷出張所
新潟公共職業安定所
新津公共職業安定所
巻公共職業安定所
村上公共職業安定所
南魚沼公共職業安定所
南魚沼公共職業安定所　小出出張所
日本年金機構　柏崎年金事務所
日本年金機構　三条年金事務所
日本年金機構　新発田年金事務所
日本年金機構　上越年金事務所
日本年金機構　新潟西年金事務所
日本年金機構　六日町年金機構

（株）第四北越銀行　新井支店
（株）第四北越銀行　粟山支店
（株）第四北越銀行　出雲崎支店
（株）第四北越銀行　板倉支店
（株）第四北越銀行　大野支店
（株）第四北越銀行　荻川支店
（株）第四北越銀行　柿崎支店
（株）第四北越銀行　柏崎支店
（株）第四北越銀行　片貝支店
（株）第四北越銀行　監査部
（株）第四北越銀行　神田支店
（株）第四北越銀行　北浦和支店
（株）第四北越銀行　県庁支店
（株）第四北越銀行　河渡支店
（株）第四北越銀行　五泉支店
（株）第四北越銀行　小須戸支店
（株）第四北越銀行　小針が丘支店
（株）第四北越銀行　小針支店
（株）第四北越銀行
　コンサルティング事業部
（株）第四北越銀行　コンタクトセンター
（株）第四北越銀行　坂井支店
（株）第四北越銀行　佐和田中央支店
（株）第四北越銀行　三条支店
（株）第四北越銀行　システム部
（株）第四北越銀行　新発田西支店
（株）第四北越銀行　島崎支店
（株）第四北越銀行　事業開発企画部
（株）第四北越銀行　事務サービス部
（株）第四北越銀行　事務サポート部
（株）第四北越銀行　事務統括部
（株）第四北越銀行　上越市役所出張所

（株）第四北越銀行　水原支店
（株）第四北越銀行　千手支店
（株）第四北越銀行　総合企画部
（株）第四北越銀行　高田営業部
（株）第四北越銀行　月潟支店
（株）第四北越銀行　津川支店
（株）第四北越銀行　津南支店
（株）第四北越銀行　燕支店
（株）第四北越銀行　燕南支店
（株）第四北越銀行　寺泊支店
（株）第四北越銀行
　出来島コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　十日町支店
（株）第四北越銀行　十日町中央支店
（株）第四北越銀行　東京事務所
（株）第四北越銀行　東港支店
（株）第四北越銀行　直江津支店
（株）第四北越銀行　直江津中央支店
（株）第四北越銀行　直江津西支店
（株）第四北越銀行　中山支店
（株）第四北越銀行　中条支店　
（株）第四北越銀行
　長岡コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　長岡西支店
（株）第四北越銀行　長岡秘書室
（株）第四北越銀行　長岡本店営業部
（株）第四北越銀行　長岡ミドルオフィス
（株）第四北越銀行　長野営業所
（株）第四北越銀行　新潟駅南支店
（株）第四北越銀行　新潟市役所出張所
（株）第四北越銀行
　新潟東コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　新津支店
（株）第四北越銀行　西川支店
（株）第四北越銀行　沼垂支店
（株）第四北越銀行　古町支店
（株）第四北越銀行　分水支店
（株）第四北越銀行　平島支店
（株）第四北越銀行
　本店営業部　資金課
（株）第四北越銀行
　本店営業部　総務課
（株）第四北越銀行
　本店営業部　法人営業第１課
（株）第四北越銀行　まごころの会
（株）第四北越銀行　巻支店
（株）第四北越銀行　松代支店
（株）第四北越銀行　松浜支店
（株）第四北越銀行　南高田支店
（株）第四北越銀行　南新潟支店
（株）第四北越銀行　リスク統括部
（株）第四北越銀行　両津支店
（株）第四北越銀行　大和支店
（株）富有社　上越支店
第四ディーシーカード（株）
第四信用保証（株）

（株）越配
（株）新潟クボタ　小出営業所
（株）帆苅組
（株）ほしゆう
オートサービスノア

Keep　Smiling
北日本防災警備（株）　
たかやま調剤薬局
中越運送（株）
　三条ロジスティクスセンター
東器産業株式会社
にいがた住宅センター　
新潟日報社
濃飛西濃運輸（株）上越支店
松喜合資会社
麺工房桐生　
歴世礦油株式会社
山昭酒店　
山陽技術コンサルタンツ（株）
公立大学法人　新潟県立大学
事業創造大学院大学
新潟経営大学
新潟県農業大学校
新潟リハビリテーション大学
学校法人国際総合学園
　日本アニメ・マンガ専門学校
学校法人北都健勝学園
　新潟看護医療専門学校
国際こども・福祉カレッジ
国際メディカル専門学校
国際調理製菓専門学校
佐渡保育専門学校
三条看護・医療・歯科衛生専門学校
三条市医師会　准看護学院
新発田北蒲原准看護学院
長岡崇徳福祉専門学校
長岡赤十字看護専門学校
新潟医療福祉カレッジ
新潟看護医療専門学校　村上校
新潟県立十日町看護専門学校
新潟こども医療専門学校
新潟こども保育カレッジ
新潟柔整専門学校
（一財）にいがた住宅センター
（一財）下越総合健康開発センター
（一財）新潟県連合遺族会
（公社）新潟県看護協会
　訪問看護ステーションにいがた
（公財）新潟県下水道公社
（公財）新潟県下水道公社　長岡支所
（公財）新潟県下水道公社　新井郷川支所
（公財）新潟県下水道公社　新津支所
（公財）新潟県下水道公社　西川支所
（公財）新潟県下水道公社　堀之内支所
（公財）新潟県下水道公社　六日町支所
（公社）新潟県看護協会
（公財）新潟県交通安全協会
（公財）新潟県女性財団
（公財）真柄福祉財団
NPO法人　希望の会福祉会
燕市アーチェリー協会
新潟WBC　ジュニア
新潟ライオンズクラブ
新潟県厚生農業協同組合連合会
新潟県市長会
新潟県町村会
日本赤十字社新潟県支部
魚沼市消防本部

新発田地域広域事務組合消防本部
十日町地域消防本部
長岡市消防本部　警防課
長岡消防署　新町出張所
長岡消防署　関原出張所
見附市消防本部
魚沼市立小出郷図書館
十日町情報館　
長岡市立中央図書館
新潟県立図書館
新潟市立新津図書館
国土交通省　北陸信越運輸局
航空自衛隊　佐渡分屯基地
陸上自衛隊　新発田駐屯地
航空自衛隊　新潟救難隊

日本郵便（株）　信越支社
あかね町郵便局
阿賀野郵便局
新井学校町郵便局
新井郵便局
荒井浜郵便局
粟生津郵便局
粟島郵便局
イオンモール新潟南郵便局
岩船郵便局
越後広田郵便局
大河津郵便局
大島郵便局
大長谷郵便局
柏崎郵便局
加治駅前郵便局
河崎郵便局
金塚郵便局
川口郵便局
乙郵便局
黒川郵便局
五泉郵便局
五泉下町郵便局
紫雲寺郵便局
白根中央通郵便局
新松崎郵便局
関屋本村郵便局　
千田郵便局
曽野木郵便局
高田栄町郵便局
築地郵便局
鼓岡郵便局
寺泊郵便局
天王郵便局
十日町郵便局
栃堀郵便局
豊栄早通郵便局
直江津郵便局
中条郵便局
中頸城旭郵便局
中野小屋郵便局
長岡四郎丸郵便局
長岡西郵便局
名立郵便局
新潟秋葉町郵便局
新潟礎町郵便局

新潟太平郵便局
新潟大山郵便局
新潟上所郵便局
新潟県庁内郵便局
新潟下所島郵便局
新潟関屋本村郵便局
新潟中央郵便局
新潟中郵便局
新潟白山浦郵便局
新潟東中通郵便局
新潟堀之内郵便局
新潟竜ヶ島郵便局
新関郵便局
新津田家郵便局
新保郵便局
西川郵便局
松浜郵便局
見附郵便局
三川郵便局
村上郵便局
桃崎浜郵便局
万代シティ郵便局
平木田駅前郵便局
藤塚浜郵便局
分水郵便局
分田郵便局
山二ツ郵便局

（福）新潟県社会福祉協議会
（福）魚沼市社会福祉協議会
（福）小千谷市社会福祉協議会
（福）刈羽村社会福祉協議会
（福）佐渡市社会福祉協議会
（福）佐渡市社会福祉協議会　羽茂支所
（福）佐渡市社会福祉協議会　佐和田支所
（福）佐渡市社会福祉協議会　両津支所
（福）三条市社会福祉協議会
（福）新発田市社会福祉協議会
（福）上越市社会福祉協議会　板倉支所
（福）上越市社会福祉協議会　浦川原支所
（福）上越市社会福祉協議会　大潟支所
（福）上越市社会福祉協議会　大島支所
（福）上越市社会福祉協議会　柿崎支所
（福）上越市社会福祉協議会　三和支所
（福）上越市社会福祉協議会　名立支所
（福）聖籠町社会福祉協議会
（福）関川村社会福祉協議会
（福）胎内市社会福祉協議会
（福）田上町社会福祉協議会
（福）十日町市社会福祉協議会
（福）新潟市社会福祉協議会
（福）長岡市社会福祉協議会
（福）長岡市社会福祉協議会
　介護サービス課
（福）長岡市社会福祉協議会　川口支所
（福）長岡市社会福祉協議会　寺泊支所
（福）長岡市社会福祉協議会　栃尾支所
（福）南魚沼市社会福祉協議会
（福）村上市社会福祉協議会
（福）村上市社会福祉協議会　山北支所
（福）村上市社会福祉協議会　朝日支所
（福）湯沢町社会福祉協議会

【銀行】

【職業安定所、年金事務所】

糸魚川子育て支援センター
神林学童保育所
木戸ひまわりクラブ
地域子育て支援センター　おおぞら吉井
富曽亀第２児童クラブ
横越ひまわりクラブ第１

県糸魚川地域振興局　健康福祉部　
県糸魚川地域振興局　地域整備部
県糸魚川地域振興局　農林振興部
県魚沼地域振興局　企画振興部
県魚沼地域振興局　健康福祉部
県魚沼地域振興局　地域整備部
県魚沼地域振興局　農業振興部
県柏崎地域振興局　企画振興部
県柏崎地域振興局　健康福祉部
県柏崎地域振興局　地域整備部
県柏崎地域振興局　農業振興部
県佐渡地域振興局　企画振興部
県佐渡地域振興局　県税部
県佐渡地域振興局　健康福祉環境部
県佐渡地域振興局　地域整備部
県佐渡地域振興局　地域整備部（港湾空港）
県佐渡地域振興局　農地庁舎
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（農政）
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（林業）
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（水産庁舎）
県三条地域振興局　企画振興部
県三条地域振興局　健康福祉環境部
県三条地域振興局　県税部
県三条地域振興局　地域整備部
県三条地域振興局　農業振興部
県新発田地域振興局　企画振興部
県新発田地域振興局　健康福祉環境部
県新発田地域振興局　県税部
県新発田地域振興局　地域整備部
県新発田地域振興局　農業振興部
県新発田地域振興局　農村整備部
県上越地域振興局　農林振興部　
県上越地域振興局　企画振興部
県上越地域振興局　健康福祉環境部
県上越地域振興局　県税部
県上越地域振興局
　地域整備部　上越東維持管理事務所
県上越地域振興局　地域整備部
県上越地域振興局　直江津港湾事務所
県上越地域振興局　農林振興部
県上越地域振興局
　農林振興部　上越東農林事務所
県上越地域振興局　妙高砂防事務所
県十日町地域振興局　企画振興部
県十日町地域振興局　健康福祉部
県十日町地域振興局　地域整備部
県十日町地域振興局　農業振興部
県新潟地域振興局　企画振興部
県新潟地域振興局　健康福祉部
県新潟地域振興局　県税部
県新潟地域振興局　地域整備部

【企業、大学、専門学校、団体、国の機関等】

県新潟地域振興局　津川地区振興事務所
県新潟地域振興局　新潟港湾事務所
県新潟地域新興局　農林振興部
県新潟地域振興局　新津地域整備部
県新潟地域振興局　巻農業振興部
県村上地域振興局　企画振興部
県村上地域振興局　健康福祉部
県村上地域振興局　地域整備部
県村上地域振興局　農林振興部
県長岡地域振興局　企画振興部
県長岡地域振興局　健康福祉環境部
県長岡地域振興局　県税部
県長岡地域振興局　地域整備部
県長岡地域振興局
　地域整備部　小千谷維持管理事務所
県長岡地域振興局
　地域整備部　与板維持管理事務所
県長岡地域振興局　農林振興部
県南魚沼地域振興局　企画振興部
県南魚沼地域振興局　県税部
県南魚沼地域振興局　地域整備部
県南魚沼地域振興局　農林振興部
県教育庁　上越教育事務所
県教育庁　中越教育事務所
県教育庁　下越教育事務所
県新発田食肉衛生検査センター
県森林研究所
県水産海洋研究所
県水産海洋研究所
　佐渡水産技術センター
県中越家畜保健衛生所
県下越家畜保健衛生所
県中央家畜保健衛生所
県中央家畜保健衛生所　佐渡支所
県中央福祉相談センター
県長岡食肉衛生検査センター
県農業総合研究所
県農業総合研究所
　園芸研究センター
県農業総合研究所
　高冷地農業技術センター
県農業総合研究所
　佐渡農業技術センター
県農業総合研究所
　食品研究センター
県農業総合研究所
　畜産研究センター
県農業総合研究所
　中山間地農業技術センター
県工業技術総合研究所
県工業技術総合研究所
　県央技術支援センター
県工業技術総合研究所
　上越技術支援センター
県工業技術総合研究所
　素材応用技術支援センター
県工業技術総合研究所
　中越技術支援センター
県放射線監視センター
県立魚沼テクノスクール
県立三条テクノスクール
県立上越テクノスクール
県立新潟テクノスクール

県立生涯学習推進センター
県立歴史博物館
新潟県コロニーにいがた白岩の里
新潟県計量検定所
新潟県佐渡トキ保護センター
新潟県自治研修所
新潟県少年自然の家
新潟県消費生活センター
新潟県新潟学園
新潟県精神保健福祉協会
新潟県はまぐみ小児療育センター
新潟県保健環境科学研究所
新潟県妙法育成牧場
新潟県流域下水道事務所
新潟県立教育センター
新潟県立近代美術館
新潟県内水面水産試験場
（福）しあわせ福祉会　新潟県新星学園

県監査委員事務局
県観光文化スポーツ部　観光企画課
県観光文化スポーツ部
　国際観光推進課
県観光文化スポーツ部　スポーツ課
県企業局　施設課
県企業局　総務課
県企業局　営業企画課
県議会事務局
県教育庁　義務教育課
県教育庁　高等学校教育課
県教育庁　財務課
県教育庁　生涯学習推進課
県教育庁　総務課
県教育庁　福利課
県教育庁　文化行政課
県環境局　環境対策課
県県民生活・環境部　環境企画課
県県民生活・環境部　廃棄物対策課
県県民生活・環境部　文化振興課
県交通政策局　空港課
県交通政策局　交通政策課
県交通政策局　港湾整備課
県産業労働部　産業政策課　
県産業労働部　産業立地課
県産業労働部　雇用能力開発課
県産業労働部　しごと定住促進課
県産業労働部　地域産業振興課
県産業労働部
　創業・イノベーション推進課
県出納局　管理課
県総務部　県民生活課
県総務部　管財課
県総務部　管財課　通信管理室
県総務部　行政改革課
県総務部　財政課
県総務部　市町村課
県総務部　人事課
県総務部　税務課
県総務部　大学・私学振興課
県総務部　統計課
県総務部　法務文書課
県人事委員会事務局　総務課

県知事政策局　ICT推進課
県知事政策局　広報広聴課
県知事政策局　国際課
県知事政策局　政策企画課
県知事政策局　地域政策課
県知事政策局　政策企画課　　　　
男女平等・共同参画推進室
県知事政策局　秘書課
県土木部　河川管理課
県土木部　河川整備課
県土木部　監理課
県土木部　技術管理課
県土木部　砂防課
県土木部　道路管理課
県土木部　道路建設課
県土木部　用地・土地利用課
県土木部都市局　営繕課
県土木部都市局　下水道課
県土木部都市局　建築住宅課
県土木部都市局　都市整備課
県土木部都市局　都市政策課
県農地部　農村環境課
県農地部　農地管理課
県農地部　農地計画課
県農地部　農地建設課
県農地部　農地整備課
県農林水産部　漁港課
県農林水産部　経営普及課
県農林水産部　食品・流通課
県農林水産部　水産課
県農林水産部　地域農政推進課
県農林水産部　治山課　
県農林水産部　畜産課
県農林水産部　農業総務課
県農林水産部　農産園芸課
県農林水産部　林政課
県病院局
県福祉保健部
　医師・看護職員確保対策課
県福祉保健部　感染症対策・薬務課
県福祉保健部　健康づくり支援課
県福祉保健部　高齢福祉保健課
県福祉保健部　国保・福祉指導課
県福祉保健部　子ども家庭課
県福祉保健部　障害福祉課
県福祉保健部　生活衛生課
県福祉保健部　地域医療政策課
県福祉保健部　福祉保健総務課
県防災局　原子力安全対策課
県防災局　消防課
県防災局　防災企画課
県労働委員会事務局



新潟県保育士会
あすなろこどもえん
阿賀町立上条保育園
出雲崎こども園
医療法人新光会　認可保育園きらら
医療法人崇徳会　ひまわり保育園
漆山保育園
大島保育園
小千谷市立東保育園
亀田カトリック幼稚園
加茂市立西加茂保育園
きららおひさまこども園
けさじろ保育園
五泉市立つくし保育園
佐渡市立新穂トキっ子保育園
三条市立塚野目保育所
紫雲寺保育園
聖籠こども園
清心保育園
第一保育園
たから保育園
田上町立竹の友幼児園
たんぽぽ保育園
燕市立小池保育園
津南町立上郷保育園
なかよし保育園
中郷保育園
中里なかよし保育園
中条すこやかこども園
名立たちばな保育園
新潟市立石山保育園
新潟市立漆山東保育園
新潟市立大通保育園
新潟市立金津保育園
新潟市立木崎保育園
新潟市立木場保育園
新潟市立第二曽野木保育園
新潟市立山潟保育園
新潟青陵幼稚園
新潟中央幼稚園
ひがし保育園
ひまわり保育園
双葉保育園
ふたば西保育園
ふたば東保育園
本量寺こども園
松之山保育園
まごころ保育園ひので
南魚沼市立石打保育園
妙高市立ひまわり保育園
弥彦村立二松保育園
八幡保育園
湯沢認定こども園
阿賀野市立安野小学校
阿賀野市立京ヶ瀬小学校
阿賀野市立水原小学校
出雲崎町立出雲崎小学校
糸魚川市立磯部小学校
糸魚川市立糸魚川東小学校
糸魚川市立西海小学校
糸魚川市立田沢小学校

糸魚川市立根知小学校
糸魚川市立南能生小学校
糸魚川市立大和川小学校
魚沼市立伊米ヶ崎小学校
魚沼市立小出小学校
小千谷市立和泉小学校
小千谷市立千田小学校
小千谷市立東小千谷小学校
小千谷市立東山小学校
小千谷市立南小学校
小千谷市立吉谷小学校
柏崎市立荒浜小学校
柏崎市立大洲小学校
柏崎市立柏崎小学校
柏崎市立鯖石小学校
柏崎市立新道小学校
柏崎市立田尻小学校
柏崎市立半田小学校
柏崎市立日吉小学校
柏崎市立二田小学校
柏崎市立比角小学校
柏崎市立枇杷島小学校
柏崎市立槇原小学校
加茂市立加茂南小学校
加茂市立須田小学校
刈羽村立刈羽小学校
五泉市立愛宕小学校
五泉市立五泉小学校
五泉市立橋田小学校
佐渡市立相川小学校
佐渡市立赤泊小学校
佐渡市立小木小学校
佐渡市立金井小学校
佐渡市立金泉小学校
佐渡市立加茂小学校
佐渡市立河崎小学校
佐渡市立七浦小学校
佐渡市立新穂小学校
佐渡市立八幡小学校
三条市立飯田小学校
三条市立井栗小学校
三条市立栄中央小学校
三条市立栄北小学校
三条市立笹岡小学校
三条市立西鱈田小学校
三条市立保内小学校
新発田市立加治川小学校
新発田市立佐々木小学校
新発田市立猿橋小学校
新発田市立紫雲寺小学校
新発田市立外ケ輪小学校
新発田市立東豊小学校
新発田市立七葉小学校
新発田市立東小学校
新発田市立藤塚小学校
新発田市立二葉小学校
新発田市立米子小学校
上越教育大学附属小学校
上越市立有田小学校
上越市立飯小学校
上越市立上杉小学校
上越市立大潟町小学校
上越市立大町小学校

上越市立大島小学校
上越市立大瀁小学校
上越市立春日小学校
上越市立春日新田小学校
上越市立北諏訪小学校
上越市立黒田小学校
上越市立国府小学校
上越市立古城小学校
上越市立高田西小学校
上越市立谷浜小学校
上越市立富岡小学校
上越市立直江津小学校
上越市立中郷小学校
上越市立保倉小学校
上越市立牧小学校
上越市立南本町小学校
上越市立美守小学校
上越市立明治小学校
上越市立安塚小学校
上越市立八千浦小学校
上越市立和田小学校
関川村立関川小学校
燕市立燕南小学校
燕市立燕北小学校
燕市立吉田小学校
燕市立吉田北小学校
燕市立吉田南小学校
燕市立小池小学校
燕市立島上小学校
燕市立分水北小学校
見附市立名木野小学校
胎内市立黒川小学校
田上町立田上小学校
津南町立芦ヶ崎小学校
津南町立津南小学校
十日町市立田沢小学校
十日町市立西小学校
十日町市立水沢小学校
十日町市立鎧島小学校
長岡市立浦瀬小学校
長岡市立大島小学校
長岡市立太田小学校
長岡市立桂小学校
長岡市立上川西小学校
長岡市立上塩小学校
長岡市立上組小学校
長岡市立神田小学校
長岡市立越路西小学校
長岡市立才津小学校
長岡市立下塩小学校
長岡市立下川西小学校
長岡市立千手小学校
長岡市立十日町小学校
長岡市立栃尾東小学校
長岡市立栃尾南小学校
長岡市立東谷小学校
長岡市立日越小学校
長岡市立日吉小学校
長岡市立富曽亀小学校
長岡市立深沢小学校
長岡市立福戸小学校
長岡市立宮内小学校
長岡市立宮本小学校

長岡市立山古志小学校
長岡市立与板小学校
長岡市立脇野町小学校
新潟市立阿賀小学校
新潟市立五十嵐小学校
新潟市立茨曽根小学校
新潟市立大形小学校
新潟市立大通小学校
新潟市立岡方第二小学校
新潟市立荻川小学校
新潟市立鏡淵小学校
新潟市立潟東小学校
新潟市立上山小学校
新潟市立亀田西小学校
新潟市立木崎小学校
新潟市立黒埼南小学校
新潟市立小合東小学校
新潟市立小針小学校
新潟市立紫竹山小学校
新潟市立小瀬小学校
新潟市立白根小学校
新潟市立立仏小学校
新潟市立中之口東小学校
新潟市立中野山小学校
新潟市立新潟小学校
新潟市立沼垂小学校
新潟市立浜浦小学校
新潟市立東中野山小学校
新潟市立牡丹山小学校
新潟市立巻北小学校
新潟市立巻南小学校
新潟市立松野尾小学校
新潟市立松浜小学校
新潟市立丸山小学校
新潟市立南中野山小学校
新潟大学附属長岡校園
村上市立朝日みどり小学校
村上市立岩船小学校
村上市立村上小学校
村上市立保内小学校
村上市立山辺里小学校
妙高市立新井北小学校
妙高市立妙高高原北小学校
弥彦村立弥彦小学校
阿賀野市立京ヶ瀬中学校
阿賀野市立水原中学校
阿賀町立三川中学校
出雲崎町立出雲崎中学校
魚沼市立堀之内中学校
魚沼市立湯之谷中学校
小千谷市立東小千谷中学校
柏崎市立鏡が沖中学校
柏崎市立第一中学校
柏崎市立第二中学校
柏崎市立第三中学校
柏崎市立第五中学校
柏崎市立東中学校
柏崎市立瑞穂中学校
柏崎市立南中学校
加茂市立七谷中学校
加茂市立若宮中学校
刈羽村立刈羽中学校
五泉市立五泉北中学校

五泉市立村松桜中学校
佐渡市立赤泊中学校
佐渡市立金井中学校
佐渡市立高千中学校
三条市立大崎学園
三条市立第一中学校
三条市立第四中学校
三条市立本成寺中学校
新発田市立加治川中学校
新発田市立川東中学校
新発田市立紫雲寺中学校
上越教育大学附属中学校
上越市立浦川原中学校
上越市立大島中学校
上越市立大潟町中学校
上越市立清里中学校
上越市立頸城中学校
上越市立中郷中学校
上越市立牧中学校
上越市立八千浦中学校
関川村立関川中学校
胎内市立乙中学校
胎内市立中条中学校
燕市立燕中学校
燕市立分水中学校
十日町市立下条中学校
十日町市立中里中学校
十日町市立南中学校
新潟県立柏崎翔洋中等教育学校
新潟県立直江津中等教育学校
新潟県立津南中等教育学校
新潟県立村上中等教育学校
新潟市立岩室中学校
新潟市立臼井中学校
新潟市立大江山中学校
新潟市立木崎中学校
新潟市立高志中等教育学校
新潟市立曽野木中学校
新潟市立新潟柳都中学校
新潟市立白新中学校
新潟市立巻東中学校
新潟市立宮浦中学校
新潟市立山潟中学校
新潟市立横越中学校
長岡市立秋葉中学校
長岡市立旭岡中学校
長岡市立太田中学校
長岡市立岡南中学校
長岡市立小国中学校
長岡市立川口中学校
長岡市立栖吉中学校
長岡市立関原中学校
長岡市立北辰中学校
長岡市立東中学校
長岡市立南中学校
長岡市立宮内中学校
長岡市立山古志中学校
長岡市立与板中学校
南魚沼市立六日町中学校
湯沢町立湯沢中学校
関根学園高等学校
新潟県立上越総合技術高等学校　
新潟県立阿賀野高等学校

新潟県立阿賀黎明高等学校
新潟県立荒川高等学校
新潟県立糸魚川高等学校
新潟県立柏崎工業高等学校
新潟県立小出高等学校
新潟県立五泉高等学校
新潟県立新発田高等学校
新潟県立新発田農業高等学校
新潟県立上越総合技術高等学校
新潟県立白根高等学校
新潟県立高田商業高等学校
新潟県立高田農業高等学校
新潟県立十日町高等学校
新潟県立豊栄高等学校
新潟県立中条高等学校
新潟県立長岡高等学校
新潟県立長岡商業高等学校
新潟県立長岡明徳高等学校
新潟県立新潟北高等学校
新潟県立新潟工業高等学校
新潟県立新潟商業高等学校
新潟県立新潟翠江高等学校
新潟県立新潟西高等学校
新潟県立新潟東高等学校
新潟県立新津工業高等学校
新潟県立西新発田高等学校
新潟県立羽茂高等学校
新潟県立八海高等学校
新潟県立分水高等学校
新潟県立堀之内高等学校
新潟県立巻高等学校
新潟県立松代高等学校
新潟県立見附高等学校
新潟県立村上桜ヶ丘高等学校
糸魚川市立ひすいの里総合学校
小千谷市立総合支援学校
十日町市立ふれあいの丘支援学校
新潟県立柏崎特別支援学校
新潟県立柏崎特別支援学校　のぎく分校
新潟県立川西高等特別支援学校
新潟県立小出特別支援学校
新潟県立駒林特別支援学校
新潟県立江南高等特別支援学校
新潟県立江南高等特別支援学校　川岸分校
新潟県立五泉特別支援学校
新潟県立佐渡特別支援学校　自立活動部
新潟県立新発田竹俣特別支援学校
新潟県立上越特別支援学校
新潟県立高田特別支援学校
新潟県立月ヶ岡特別支援学校
新潟県立長岡聾学校
新潟県立新潟盲学校
新潟県立西蒲高等特別支援学校
新潟県立はまぐみ特別支援学校
新潟県立東新潟特別支援学校
新潟県立村上特別支援学校
新潟県立吉田特別支援学校
新潟市立西特別支援学校
新潟市立東特別支援学校
新潟大学教育学部　附属特別支援学校
長岡市立高等総合支援学校
長岡市立総合支援学校
見附市立見附特別支援学校

南魚沼市立総合支援学校
妙高市立総合支援学校

新潟県肢体不自由児者父母の会連合会
小千谷市肢体不自由児者父母の会
柏崎市肢体不自由児者父母の会
（医）越南会　太陽・大地の家
（医）青山信愛会　
　地域活動支援センターはっぴぃ
（株）アレック北栄　
（株）クリーンセキュリティー
（株）訪問介護ひろはた
（福）いぶきサポート協会　ばんびくらぶ
（福）魚沼地域福祉会　なないろ
（福）魚沼地域福祉会　やいろの里
（福）加治川郷　大峰寮
（福）更生慈仁会
　新潟市発達障がい支援センターJOIN
（福）さくら園　居多さくら工房
（福）佐渡福祉会　まつはらの家
（福）佐渡福祉会　岩の平園
（福）佐渡福祉会　第二岩の平園
（福）さんわ福祉会
（福）しあわせ福祉会　愛らんど新穂
（福）自立生活福祉会
（福）十日町福祉会　なかまの家
（福）十日町福祉会　なごみの家
（福）上越福祉会　かなやの里ワークス
（福）上越福祉会　かなやの里療護園
（福）上越福祉会　つどいの郷
（福）上越福祉会　にしき園
（福）中越福祉会　みのわの里工房ますがた
（福）中越福祉会　みのわの里ようこそ
（福）桐鈴会　工房とんとん
（福）栃尾福祉会　障害者支援施設　守門の里
（福）栃尾福祉会　とちおワークス
（福）新潟みずほ福祉会　みのり園
（福）新潟みずほ福祉会　新潟みずほ園
（福）新潟県身体障害者団体連合会
（福）のぞみの家福祉会
　ジョブプレイスきぼうてらす
（福）白蓮福祉会　ワークセンターふぁみりー
（福）フレンドランド福祉会
（福）みずほ福祉会　おおらい
（福）雪国ボラントピア
　障害者支援施設マイトーラ
（福）南魚沼福祉会相談支援センター
　みなみうおぬ
（福）やまびこ会
（福）奴奈川福祉会
　支援センターささゆり
NPO法人　自活支援の会　Ｇ＆Ｔにいがた
NPO法人　春よこい
NPO法人　大杉の里
阿賀野市さくらの会作業所
阿賀野市社協　ヘルパーステーションぬくもり
アレック北栄　新津
一般社団法人　フジライフスマイル
一般社団法人　みらいず
いわくすの里職員親睦会
魚沼地区障害福祉組合
　魚沼学園・魚沼更生園

かきのみ園
加茂市ホームヘルパーステーション
ケアホームげじょう
工房はたや
済生会新潟　なでしこワークス
児童発達支援センターこころん
新発田市手をつなぐ育成会　ハローハロー
就業支援事業所　ふれんどり～ミルはまなす
就労移行支援事業所　らぼらほ
就労継続支援Ａ型　アンジュ
障がい者デイサポートセンター明日葉
障がい者支援センターひだまり工房
障がい者支援施設　松潟の園
障がい者就労継続支援Ａ型事業所　ローズ
障害者支援施設　かたくりの里
障害者支援施設　浦田の里
障害者支援施設　松波の里
障害者支援施設　第二平成園
障害者就業・生活支援センターさくら
障害福祉サービス事業所　しぶみ工房
障害福祉サービス事業所　みどりの家
聖籠町身体障害者団体福祉会
相談支援事業所　ごず
短期入所施設　桑の里
地域活動支援センター　自遊館・まほろば
地域生活支援センター　いこいの家
地域生活支援施設つどい
ツクイ新潟関屋
十日町市発達支援センター
長岡市柿が丘学園
新潟県障害者リハビリテーションセンター
新潟県中越福祉事務組合
新潟県要約筆記サークル連絡協議会
新潟市めいせいデイサポートセンター
新潟市社会福祉協議会
　西蒲区訪問介護センター
新潟市立明生園
ニチイケアセンター長岡末広
西蒲原福祉事務組合　やひこの里
羽ばたきヘルパーステーション
福祉事業所　いしやま
福祉事業所　ハーモニー
放課後等デイサービス事業所
　虹のオアシス
結屋
よつば（パン工房　よつば）
ワーカーズゆたか
ワークセンターあけぼの
ワークセンターこでまり

県警察本部　刑事部鑑識課
県警察本部　刑事部鑑識課
　　　　　　科学捜査研究所
県警察本部　刑事部機動捜査隊
県警察本部　刑事部組織犯罪対策
　　　　　　第一課
県警察本部　刑事部組織犯罪対策
　　　　　　第二課
県警察本部　刑事部捜査第一課
県警察本部　刑事部捜査第二課
県警察本部　刑事部捜査第三課
県警察本部　警備部外事課

県警察本部　警備部機動隊
県警察本部　警備部警備第一課
県警察本部　警備部警備第二課
県警察本部　警務部会計課
県警察本部　警務部監察官室
県警察本部　警務部教養課
県警察本部　警務部警務課
県警察本部　警務部広報広聴課
県警察本部　警務部厚生課
県警察本部　警務部情報管理課
県警察本部　警務部総務課
県警察本部　警務部装備施設課
県警察本部　警務部留置管理課
県警察本部　交通指導課　
県警察本部　交通部運転免許センター
県警察本部　交通部交通企画課
県警察本部　交通部交通機動隊
県警察本部　交通部交通規制課
県警察本部　交通部交通指導課
県警察本部　交通部高速道路交通警察隊
県警察本部　生活安全部
　　　　　　子供女性安全対策課
県警察本部　生活安全部少年課
県警察本部　生活安全部生活安全企画課
県警察本部　生活安全部生活保安課
県警察本部　地域部地域課
県警察本部　地域部通信指令課
県警察本部　地域部鉄道警察隊
県警察本部　刑事部刑事総務課
県警察本部　生活安全部　
　　　　　　サイバー犯罪対策課
秋葉警察署
阿賀野警察署
糸魚川警察署
小千谷警察署
柏崎警察署
加茂警察署
小出警察署
五泉警察署
江南警察署
三条警察署
新発田警察署
上越警察署
津川警察署
燕警察署
十日町警察署
長岡警察署
新潟警察署
新潟西警察署
新潟中央警察署
新潟東警察署
新潟南警察署
新潟北警察署
西蒲警察署
村上警察署
見附警察署
南魚沼警察署
妙高警察署
与板警察署
新潟県警察学校

阿賀野市役所　社会福祉課

粟島浦村役場　保健福祉課
糸魚川市福祉事務所
魚沼市役所
小千谷市役所　健康未来こども課
柏崎市役所
加茂市役所
佐渡市役所　相川支所
佐渡市役所
　佐和田行政サービスセンター
佐渡市役所
　畑野行政サービスセンター
三条市役所　福祉課
三条市役所　子育て支援課（栄庁舎分）
上越市大島区総合事務所
上越市清里区総合事務所
上越市三和区総合事務所
上越市中郷区総合事務所
上越市名立区総合事務所
上越市吉川区総合事務所
上越市役所　福祉部　福祉課
上越市役所　安塚区総合事務所
関川村役場
胎内市役所　福祉介護課
燕市役所　健康福祉部　社会福祉課
十日町市役所　川西支所　市民課
十日町市役所　中里支所
十日町市役所　福祉課
十日町市役所　松之山支所
十日町市役所　松代支所　市民課
長岡市役所　川口支所
長岡市役所　越路支所
長岡市役所　寺泊支所
長岡市役所　栃尾支所　市民生活課
長岡市役所　中之島支所
長岡市役所　福祉課
長岡市役所　与板支所
長岡市東サービスセンター
新潟市北区役所　北出張所
新潟市中央区東出張所
新潟市東区石山出張所
見附市役所　健康福祉課
村上市役所　福祉課　福祉政策室
南魚沼市役所　福祉課
弥彦村役場
柏崎市教育委員会　学校教育課
五泉市教育委員会
佐渡市教育委員会

（医）魚野会　
　ほんだ病院・介護老人保健施設　清流苑
（福）魚野福祉会　ケアハウスやまなみ
（福）儀平会
（福）ごまどう福祉会
（福）さくら園　さくらホーム
（福）苗場福祉会　
　ヘルパーステーションあおぞら
（福）苗場福祉会　
　健康倶楽部中子の森ヘルパーステーション
（福）長岡三古老人福祉会
（福）松代福祉会
生きがい広場地蔵堂
介護老人保健施設　ケアホーム三条

介護老人保健施設　新井愛広苑
介護老人保健施設　二王子
北半田デイサービスセンター
高齢者総合施設　縄文の杜　関原
合同会社　ヘルパーステーション光
新発田西地域包括支援センター
小規模多機能型居宅介護事業所
　ひよしの家
白根保健生活協同組合
　介護老人保健施設みずき苑
地域密着型複合施設　みやざわ苑
地域密着型複合施設わしま
デイサービスセンター　おおむろの丘
特別養護老人ホーム　あいれふ安塚
特別養護老人ホーム　あがの八雲苑
特別養護老人ホーム　うおの園
特別養護老人ホーム　うかじ園
特別養護老人ホーム　桐原の郷
特別養護老人ホーム　さくら聖母の園
特別養護老人ホーム　垂水の里
特別養護老人ホーム　つかのめの里
特別養護老人ホーム　はさぎの里
特別養護老人ホーム　羽衣園
特別養護老人ホーム　白鳥の里
特別養護老人ホーム　はやまの里
特別養護老人ホーム　ブナの里
特別養護老人ホーム　ペペ・メメール
特別養護老人ホーム　槇山けやき苑
特別養護老人ホーム　みやまの里
特別養護老人ホーム　桃山園
特別養護老人ホーム　ゆり花園
長岡市高齢者基幹地域包括支援センター
ヘルパーステーション悠々の杜岩室　
マミー・ケアサービス（有）
養護老人ホーム　あやめ寮
養護老人ホーム　ひめさゆり

阿賀野市老人クラブ連合会
魚沼市守門地区老人クラブ連合会
魚沼市堀之内地区老人クラブ連合会
三和区老人クラブ連合会
新発田市老人クラブ連合会　加治明生クラブ
上越市牧区老人クラブ連合会
上越市老人クラブ連合会
燕市吉田地区老人クラブ連合会
燕市分水地区老人クラブ連合会
燕地区老人クラブ連合会
長岡市老人クラブ連合会　川口支部
新穂地区老人クラブ連合会
西川地区老人クラブ協議会
牧区老人クラブ連合会　
松代老人クラブ連合会
村上地域老人クラブ連合会
　荒川支部老人クラブ連合会
羽茂地区長生会連合会
湯之谷地区老人クラブ連合会

（医）愛広会　本部
（医）愛広会　新潟リハビリテーション病院
（医）敬愛会　末広橋病院
（医）健進会　新津医療センター病院

（医）真仁会　南部郷厚生病院
（医）新成医会
　総合リハビリテーションセンターみどり病院
（医）崇徳会　田宮病院
（医）青松会
（医）泰庸会　新潟脳外科病院
（医）知命堂病院
（医）美郷会　西蒲中央病院
（医社）共生会　中条中央病院
（医社）仁和会　聖園病院
（医社）M&Bコラボレーション　北越病院
（財）新潟県地域医療推進機構
　魚沼基幹病院
（社医）桑名恵風会　桑名病院
（社医）仁愛会　新潟中央病院
（福）恩賜財団済生会支部
　新潟県済生会三条病院
ＪＡ新潟厚生連　糸魚川総合病院
ＪＡ新潟厚生連　柏崎総合医療センター
ＪＡ新潟厚生連　三条総合病院
ＪＡ新潟厚生連　上越総合病院
ＪＡ新潟厚生連　瀬波病院
ＪＡ新潟厚生連　豊栄病院
ＪＡ新潟厚生連　長岡中央綜合病院
魚沼市国民健康保険守門診療所
魚沼市立堀之内医療センター
五泉中央病院
信楽園病院　
立川メディカルセンター　悠遊健康村病院
津南町立津南病院
新潟県厚生連村上総合病院
新潟県立柿崎病院
新潟県立加茂病院
新潟県立がんセンター新潟病院
新潟県立坂町病院
新潟県立新発田病院
新潟県立精神医療センター
新潟県立津川病院
新潟県立中央病院
新潟県立松代病院
新潟県立妙高病院
新潟県立リウマチセンター
新潟県立吉田病院
新潟市民病院
新潟手の外科研究所病院
長岡赤十字病院
長岡中央綜合病院　
日本歯科大学新潟病院
脳神経センター　阿賀野病院
白美会　白根大通病院
三島病院　
南魚沼市民病院

五十公野土地改良区
小千谷土地改良区
加治郷土地改良区
亀田郷土地改良区
刈谷田川土地改良区
川西土地改良区
国府川左岸土地改良区
白根郷土地改良区
十全土地改良区

関川水系土地改良区
津南郷土地改良区
豊浦郷土地改良区
西蒲原土地改良区
水上土地改良区
吉川土地改良区

糸魚川公共職業安定所
柏崎公共職業安定所
佐渡公共職業安定所
三条公共職業安定所
新発田公共職業安定所
上越公共職業安定所
十日町公共職業安定所
長岡公共職業安定所
長岡公共職業安定所　小千谷出張所
新潟公共職業安定所
新津公共職業安定所
巻公共職業安定所
村上公共職業安定所
南魚沼公共職業安定所
南魚沼公共職業安定所　小出出張所
日本年金機構　柏崎年金事務所
日本年金機構　三条年金事務所
日本年金機構　新発田年金事務所
日本年金機構　上越年金事務所
日本年金機構　新潟西年金事務所
日本年金機構　六日町年金機構

（株）第四北越銀行　新井支店
（株）第四北越銀行　粟山支店
（株）第四北越銀行　出雲崎支店
（株）第四北越銀行　板倉支店
（株）第四北越銀行　大野支店
（株）第四北越銀行　荻川支店
（株）第四北越銀行　柿崎支店
（株）第四北越銀行　柏崎支店
（株）第四北越銀行　片貝支店
（株）第四北越銀行　監査部
（株）第四北越銀行　神田支店
（株）第四北越銀行　北浦和支店
（株）第四北越銀行　県庁支店
（株）第四北越銀行　河渡支店
（株）第四北越銀行　五泉支店
（株）第四北越銀行　小須戸支店
（株）第四北越銀行　小針が丘支店
（株）第四北越銀行　小針支店
（株）第四北越銀行
　コンサルティング事業部
（株）第四北越銀行　コンタクトセンター
（株）第四北越銀行　坂井支店
（株）第四北越銀行　佐和田中央支店
（株）第四北越銀行　三条支店
（株）第四北越銀行　システム部
（株）第四北越銀行　新発田西支店
（株）第四北越銀行　島崎支店
（株）第四北越銀行　事業開発企画部
（株）第四北越銀行　事務サービス部
（株）第四北越銀行　事務サポート部
（株）第四北越銀行　事務統括部
（株）第四北越銀行　上越市役所出張所

（株）第四北越銀行　水原支店
（株）第四北越銀行　千手支店
（株）第四北越銀行　総合企画部
（株）第四北越銀行　高田営業部
（株）第四北越銀行　月潟支店
（株）第四北越銀行　津川支店
（株）第四北越銀行　津南支店
（株）第四北越銀行　燕支店
（株）第四北越銀行　燕南支店
（株）第四北越銀行　寺泊支店
（株）第四北越銀行
　出来島コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　十日町支店
（株）第四北越銀行　十日町中央支店
（株）第四北越銀行　東京事務所
（株）第四北越銀行　東港支店
（株）第四北越銀行　直江津支店
（株）第四北越銀行　直江津中央支店
（株）第四北越銀行　直江津西支店
（株）第四北越銀行　中山支店
（株）第四北越銀行　中条支店　
（株）第四北越銀行
　長岡コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　長岡西支店
（株）第四北越銀行　長岡秘書室
（株）第四北越銀行　長岡本店営業部
（株）第四北越銀行　長岡ミドルオフィス
（株）第四北越銀行　長野営業所
（株）第四北越銀行　新潟駅南支店
（株）第四北越銀行　新潟市役所出張所
（株）第四北越銀行
　新潟東コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　新津支店
（株）第四北越銀行　西川支店
（株）第四北越銀行　沼垂支店
（株）第四北越銀行　古町支店
（株）第四北越銀行　分水支店
（株）第四北越銀行　平島支店
（株）第四北越銀行
　本店営業部　資金課
（株）第四北越銀行
　本店営業部　総務課
（株）第四北越銀行
　本店営業部　法人営業第１課
（株）第四北越銀行　まごころの会
（株）第四北越銀行　巻支店
（株）第四北越銀行　松代支店
（株）第四北越銀行　松浜支店
（株）第四北越銀行　南高田支店
（株）第四北越銀行　南新潟支店
（株）第四北越銀行　リスク統括部
（株）第四北越銀行　両津支店
（株）第四北越銀行　大和支店
（株）富有社　上越支店
第四ディーシーカード（株）
第四信用保証（株）

（株）越配
（株）新潟クボタ　小出営業所
（株）帆苅組
（株）ほしゆう
オートサービスノア

Keep　Smiling
北日本防災警備（株）　
たかやま調剤薬局
中越運送（株）
　三条ロジスティクスセンター
東器産業株式会社
にいがた住宅センター　
新潟日報社
濃飛西濃運輸（株）上越支店
松喜合資会社
麺工房桐生　
歴世礦油株式会社
山昭酒店　
山陽技術コンサルタンツ（株）
公立大学法人　新潟県立大学
事業創造大学院大学
新潟経営大学
新潟県農業大学校
新潟リハビリテーション大学
学校法人国際総合学園
　日本アニメ・マンガ専門学校
学校法人北都健勝学園
　新潟看護医療専門学校
国際こども・福祉カレッジ
国際メディカル専門学校
国際調理製菓専門学校
佐渡保育専門学校
三条看護・医療・歯科衛生専門学校
三条市医師会　准看護学院
新発田北蒲原准看護学院
長岡崇徳福祉専門学校
長岡赤十字看護専門学校
新潟医療福祉カレッジ
新潟看護医療専門学校　村上校
新潟県立十日町看護専門学校
新潟こども医療専門学校
新潟こども保育カレッジ
新潟柔整専門学校
（一財）にいがた住宅センター
（一財）下越総合健康開発センター
（一財）新潟県連合遺族会
（公社）新潟県看護協会
　訪問看護ステーションにいがた
（公財）新潟県下水道公社
（公財）新潟県下水道公社　長岡支所
（公財）新潟県下水道公社　新井郷川支所
（公財）新潟県下水道公社　新津支所
（公財）新潟県下水道公社　西川支所
（公財）新潟県下水道公社　堀之内支所
（公財）新潟県下水道公社　六日町支所
（公社）新潟県看護協会
（公財）新潟県交通安全協会
（公財）新潟県女性財団
（公財）真柄福祉財団
NPO法人　希望の会福祉会
燕市アーチェリー協会
新潟WBC　ジュニア
新潟ライオンズクラブ
新潟県厚生農業協同組合連合会
新潟県市長会
新潟県町村会
日本赤十字社新潟県支部
魚沼市消防本部

新発田地域広域事務組合消防本部
十日町地域消防本部
長岡市消防本部　警防課
長岡消防署　新町出張所
長岡消防署　関原出張所
見附市消防本部
魚沼市立小出郷図書館
十日町情報館　
長岡市立中央図書館
新潟県立図書館
新潟市立新津図書館
国土交通省　北陸信越運輸局
航空自衛隊　佐渡分屯基地
陸上自衛隊　新発田駐屯地
航空自衛隊　新潟救難隊

日本郵便（株）　信越支社
あかね町郵便局
阿賀野郵便局
新井学校町郵便局
新井郵便局
荒井浜郵便局
粟生津郵便局
粟島郵便局
イオンモール新潟南郵便局
岩船郵便局
越後広田郵便局
大河津郵便局
大島郵便局
大長谷郵便局
柏崎郵便局
加治駅前郵便局
河崎郵便局
金塚郵便局
川口郵便局
乙郵便局
黒川郵便局
五泉郵便局
五泉下町郵便局
紫雲寺郵便局
白根中央通郵便局
新松崎郵便局
関屋本村郵便局　
千田郵便局
曽野木郵便局
高田栄町郵便局
築地郵便局
鼓岡郵便局
寺泊郵便局
天王郵便局
十日町郵便局
栃堀郵便局
豊栄早通郵便局
直江津郵便局
中条郵便局
中頸城旭郵便局
中野小屋郵便局
長岡四郎丸郵便局
長岡西郵便局
名立郵便局
新潟秋葉町郵便局
新潟礎町郵便局

新潟太平郵便局
新潟大山郵便局
新潟上所郵便局
新潟県庁内郵便局
新潟下所島郵便局
新潟関屋本村郵便局
新潟中央郵便局
新潟中郵便局
新潟白山浦郵便局
新潟東中通郵便局
新潟堀之内郵便局
新潟竜ヶ島郵便局
新関郵便局
新津田家郵便局
新保郵便局
西川郵便局
松浜郵便局
見附郵便局
三川郵便局
村上郵便局
桃崎浜郵便局
万代シティ郵便局
平木田駅前郵便局
藤塚浜郵便局
分水郵便局
分田郵便局
山二ツ郵便局

（福）新潟県社会福祉協議会
（福）魚沼市社会福祉協議会
（福）小千谷市社会福祉協議会
（福）刈羽村社会福祉協議会
（福）佐渡市社会福祉協議会
（福）佐渡市社会福祉協議会　羽茂支所
（福）佐渡市社会福祉協議会　佐和田支所
（福）佐渡市社会福祉協議会　両津支所
（福）三条市社会福祉協議会
（福）新発田市社会福祉協議会
（福）上越市社会福祉協議会　板倉支所
（福）上越市社会福祉協議会　浦川原支所
（福）上越市社会福祉協議会　大潟支所
（福）上越市社会福祉協議会　大島支所
（福）上越市社会福祉協議会　柿崎支所
（福）上越市社会福祉協議会　三和支所
（福）上越市社会福祉協議会　名立支所
（福）聖籠町社会福祉協議会
（福）関川村社会福祉協議会
（福）胎内市社会福祉協議会
（福）田上町社会福祉協議会
（福）十日町市社会福祉協議会
（福）新潟市社会福祉協議会
（福）長岡市社会福祉協議会
（福）長岡市社会福祉協議会
　介護サービス課
（福）長岡市社会福祉協議会　川口支所
（福）長岡市社会福祉協議会　寺泊支所
（福）長岡市社会福祉協議会　栃尾支所
（福）南魚沼市社会福祉協議会
（福）村上市社会福祉協議会
（福）村上市社会福祉協議会　山北支所
（福）村上市社会福祉協議会　朝日支所
（福）湯沢町社会福祉協議会

糸魚川子育て支援センター
神林学童保育所
木戸ひまわりクラブ
地域子育て支援センター　おおぞら吉井
富曽亀第２児童クラブ
横越ひまわりクラブ第１

県糸魚川地域振興局　健康福祉部　
県糸魚川地域振興局　地域整備部
県糸魚川地域振興局　農林振興部
県魚沼地域振興局　企画振興部
県魚沼地域振興局　健康福祉部
県魚沼地域振興局　地域整備部
県魚沼地域振興局　農業振興部
県柏崎地域振興局　企画振興部
県柏崎地域振興局　健康福祉部
県柏崎地域振興局　地域整備部
県柏崎地域振興局　農業振興部
県佐渡地域振興局　企画振興部
県佐渡地域振興局　県税部
県佐渡地域振興局　健康福祉環境部
県佐渡地域振興局　地域整備部
県佐渡地域振興局　地域整備部（港湾空港）
県佐渡地域振興局　農地庁舎
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（農政）
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（林業）
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（水産庁舎）
県三条地域振興局　企画振興部
県三条地域振興局　健康福祉環境部
県三条地域振興局　県税部
県三条地域振興局　地域整備部
県三条地域振興局　農業振興部
県新発田地域振興局　企画振興部
県新発田地域振興局　健康福祉環境部
県新発田地域振興局　県税部
県新発田地域振興局　地域整備部
県新発田地域振興局　農業振興部
県新発田地域振興局　農村整備部
県上越地域振興局　農林振興部　
県上越地域振興局　企画振興部
県上越地域振興局　健康福祉環境部
県上越地域振興局　県税部
県上越地域振興局
　地域整備部　上越東維持管理事務所
県上越地域振興局　地域整備部
県上越地域振興局　直江津港湾事務所
県上越地域振興局　農林振興部
県上越地域振興局
　農林振興部　上越東農林事務所
県上越地域振興局　妙高砂防事務所
県十日町地域振興局　企画振興部
県十日町地域振興局　健康福祉部
県十日町地域振興局　地域整備部
県十日町地域振興局　農業振興部
県新潟地域振興局　企画振興部
県新潟地域振興局　健康福祉部
県新潟地域振興局　県税部
県新潟地域振興局　地域整備部

県新潟地域振興局　津川地区振興事務所
県新潟地域振興局　新潟港湾事務所
県新潟地域新興局　農林振興部
県新潟地域振興局　新津地域整備部
県新潟地域振興局　巻農業振興部
県村上地域振興局　企画振興部
県村上地域振興局　健康福祉部
県村上地域振興局　地域整備部
県村上地域振興局　農林振興部
県長岡地域振興局　企画振興部
県長岡地域振興局　健康福祉環境部
県長岡地域振興局　県税部
県長岡地域振興局　地域整備部
県長岡地域振興局
　地域整備部　小千谷維持管理事務所
県長岡地域振興局
　地域整備部　与板維持管理事務所
県長岡地域振興局　農林振興部
県南魚沼地域振興局　企画振興部
県南魚沼地域振興局　県税部
県南魚沼地域振興局　地域整備部
県南魚沼地域振興局　農林振興部
県教育庁　上越教育事務所
県教育庁　中越教育事務所
県教育庁　下越教育事務所
県新発田食肉衛生検査センター
県森林研究所
県水産海洋研究所
県水産海洋研究所
　佐渡水産技術センター
県中越家畜保健衛生所
県下越家畜保健衛生所
県中央家畜保健衛生所
県中央家畜保健衛生所　佐渡支所
県中央福祉相談センター
県長岡食肉衛生検査センター
県農業総合研究所
県農業総合研究所
　園芸研究センター
県農業総合研究所
　高冷地農業技術センター
県農業総合研究所
　佐渡農業技術センター
県農業総合研究所
　食品研究センター
県農業総合研究所
　畜産研究センター
県農業総合研究所
　中山間地農業技術センター
県工業技術総合研究所
県工業技術総合研究所
　県央技術支援センター
県工業技術総合研究所
　上越技術支援センター
県工業技術総合研究所
　素材応用技術支援センター
県工業技術総合研究所
　中越技術支援センター
県放射線監視センター
県立魚沼テクノスクール
県立三条テクノスクール
県立上越テクノスクール
県立新潟テクノスクール

県立生涯学習推進センター
県立歴史博物館
新潟県コロニーにいがた白岩の里
新潟県計量検定所
新潟県佐渡トキ保護センター
新潟県自治研修所
新潟県少年自然の家
新潟県消費生活センター
新潟県新潟学園
新潟県精神保健福祉協会
新潟県はまぐみ小児療育センター
新潟県保健環境科学研究所
新潟県妙法育成牧場
新潟県流域下水道事務所
新潟県立教育センター
新潟県立近代美術館
新潟県内水面水産試験場
（福）しあわせ福祉会　新潟県新星学園

県監査委員事務局
県観光文化スポーツ部　観光企画課
県観光文化スポーツ部
　国際観光推進課
県観光文化スポーツ部　スポーツ課
県企業局　施設課
県企業局　総務課
県企業局　営業企画課
県議会事務局
県教育庁　義務教育課
県教育庁　高等学校教育課
県教育庁　財務課
県教育庁　生涯学習推進課
県教育庁　総務課
県教育庁　福利課
県教育庁　文化行政課
県環境局　環境対策課
県県民生活・環境部　環境企画課
県県民生活・環境部　廃棄物対策課
県県民生活・環境部　文化振興課
県交通政策局　空港課
県交通政策局　交通政策課
県交通政策局　港湾整備課
県産業労働部　産業政策課　
県産業労働部　産業立地課
県産業労働部　雇用能力開発課
県産業労働部　しごと定住促進課
県産業労働部　地域産業振興課
県産業労働部
　創業・イノベーション推進課
県出納局　管理課
県総務部　県民生活課
県総務部　管財課
県総務部　管財課　通信管理室
県総務部　行政改革課
県総務部　財政課
県総務部　市町村課
県総務部　人事課
県総務部　税務課
県総務部　大学・私学振興課
県総務部　統計課
県総務部　法務文書課
県人事委員会事務局　総務課

【郵便局】

県知事政策局　ICT推進課
県知事政策局　広報広聴課
県知事政策局　国際課
県知事政策局　政策企画課
県知事政策局　地域政策課
県知事政策局　政策企画課　　　　
男女平等・共同参画推進室
県知事政策局　秘書課
県土木部　河川管理課
県土木部　河川整備課
県土木部　監理課
県土木部　技術管理課
県土木部　砂防課
県土木部　道路管理課
県土木部　道路建設課
県土木部　用地・土地利用課
県土木部都市局　営繕課
県土木部都市局　下水道課
県土木部都市局　建築住宅課
県土木部都市局　都市整備課
県土木部都市局　都市政策課
県農地部　農村環境課
県農地部　農地管理課
県農地部　農地計画課
県農地部　農地建設課
県農地部　農地整備課
県農林水産部　漁港課
県農林水産部　経営普及課
県農林水産部　食品・流通課
県農林水産部　水産課
県農林水産部　地域農政推進課
県農林水産部　治山課　
県農林水産部　畜産課
県農林水産部　農業総務課
県農林水産部　農産園芸課
県農林水産部　林政課
県病院局
県福祉保健部
　医師・看護職員確保対策課
県福祉保健部　感染症対策・薬務課
県福祉保健部　健康づくり支援課
県福祉保健部　高齢福祉保健課
県福祉保健部　国保・福祉指導課
県福祉保健部　子ども家庭課
県福祉保健部　障害福祉課
県福祉保健部　生活衛生課
県福祉保健部　地域医療政策課
県福祉保健部　福祉保健総務課
県防災局　原子力安全対策課
県防災局　消防課
県防災局　防災企画課
県労働委員会事務局

【社会福祉協議会】

【学童保育、子育て支援施設等】

【県の地域機関等】



新潟県保育士会
あすなろこどもえん
阿賀町立上条保育園
出雲崎こども園
医療法人新光会　認可保育園きらら
医療法人崇徳会　ひまわり保育園
漆山保育園
大島保育園
小千谷市立東保育園
亀田カトリック幼稚園
加茂市立西加茂保育園
きららおひさまこども園
けさじろ保育園
五泉市立つくし保育園
佐渡市立新穂トキっ子保育園
三条市立塚野目保育所
紫雲寺保育園
聖籠こども園
清心保育園
第一保育園
たから保育園
田上町立竹の友幼児園
たんぽぽ保育園
燕市立小池保育園
津南町立上郷保育園
なかよし保育園
中郷保育園
中里なかよし保育園
中条すこやかこども園
名立たちばな保育園
新潟市立石山保育園
新潟市立漆山東保育園
新潟市立大通保育園
新潟市立金津保育園
新潟市立木崎保育園
新潟市立木場保育園
新潟市立第二曽野木保育園
新潟市立山潟保育園
新潟青陵幼稚園
新潟中央幼稚園
ひがし保育園
ひまわり保育園
双葉保育園
ふたば西保育園
ふたば東保育園
本量寺こども園
松之山保育園
まごころ保育園ひので
南魚沼市立石打保育園
妙高市立ひまわり保育園
弥彦村立二松保育園
八幡保育園
湯沢認定こども園
阿賀野市立安野小学校
阿賀野市立京ヶ瀬小学校
阿賀野市立水原小学校
出雲崎町立出雲崎小学校
糸魚川市立磯部小学校
糸魚川市立糸魚川東小学校
糸魚川市立西海小学校
糸魚川市立田沢小学校

糸魚川市立根知小学校
糸魚川市立南能生小学校
糸魚川市立大和川小学校
魚沼市立伊米ヶ崎小学校
魚沼市立小出小学校
小千谷市立和泉小学校
小千谷市立千田小学校
小千谷市立東小千谷小学校
小千谷市立東山小学校
小千谷市立南小学校
小千谷市立吉谷小学校
柏崎市立荒浜小学校
柏崎市立大洲小学校
柏崎市立柏崎小学校
柏崎市立鯖石小学校
柏崎市立新道小学校
柏崎市立田尻小学校
柏崎市立半田小学校
柏崎市立日吉小学校
柏崎市立二田小学校
柏崎市立比角小学校
柏崎市立枇杷島小学校
柏崎市立槇原小学校
加茂市立加茂南小学校
加茂市立須田小学校
刈羽村立刈羽小学校
五泉市立愛宕小学校
五泉市立五泉小学校
五泉市立橋田小学校
佐渡市立相川小学校
佐渡市立赤泊小学校
佐渡市立小木小学校
佐渡市立金井小学校
佐渡市立金泉小学校
佐渡市立加茂小学校
佐渡市立河崎小学校
佐渡市立七浦小学校
佐渡市立新穂小学校
佐渡市立八幡小学校
三条市立飯田小学校
三条市立井栗小学校
三条市立栄中央小学校
三条市立栄北小学校
三条市立笹岡小学校
三条市立西鱈田小学校
三条市立保内小学校
新発田市立加治川小学校
新発田市立佐々木小学校
新発田市立猿橋小学校
新発田市立紫雲寺小学校
新発田市立外ケ輪小学校
新発田市立東豊小学校
新発田市立七葉小学校
新発田市立東小学校
新発田市立藤塚小学校
新発田市立二葉小学校
新発田市立米子小学校
上越教育大学附属小学校
上越市立有田小学校
上越市立飯小学校
上越市立上杉小学校
上越市立大潟町小学校
上越市立大町小学校

上越市立大島小学校
上越市立大瀁小学校
上越市立春日小学校
上越市立春日新田小学校
上越市立北諏訪小学校
上越市立黒田小学校
上越市立国府小学校
上越市立古城小学校
上越市立高田西小学校
上越市立谷浜小学校
上越市立富岡小学校
上越市立直江津小学校
上越市立中郷小学校
上越市立保倉小学校
上越市立牧小学校
上越市立南本町小学校
上越市立美守小学校
上越市立明治小学校
上越市立安塚小学校
上越市立八千浦小学校
上越市立和田小学校
関川村立関川小学校
燕市立燕南小学校
燕市立燕北小学校
燕市立吉田小学校
燕市立吉田北小学校
燕市立吉田南小学校
燕市立小池小学校
燕市立島上小学校
燕市立分水北小学校
見附市立名木野小学校
胎内市立黒川小学校
田上町立田上小学校
津南町立芦ヶ崎小学校
津南町立津南小学校
十日町市立田沢小学校
十日町市立西小学校
十日町市立水沢小学校
十日町市立鎧島小学校
長岡市立浦瀬小学校
長岡市立大島小学校
長岡市立太田小学校
長岡市立桂小学校
長岡市立上川西小学校
長岡市立上塩小学校
長岡市立上組小学校
長岡市立神田小学校
長岡市立越路西小学校
長岡市立才津小学校
長岡市立下塩小学校
長岡市立下川西小学校
長岡市立千手小学校
長岡市立十日町小学校
長岡市立栃尾東小学校
長岡市立栃尾南小学校
長岡市立東谷小学校
長岡市立日越小学校
長岡市立日吉小学校
長岡市立富曽亀小学校
長岡市立深沢小学校
長岡市立福戸小学校
長岡市立宮内小学校
長岡市立宮本小学校

長岡市立山古志小学校
長岡市立与板小学校
長岡市立脇野町小学校
新潟市立阿賀小学校
新潟市立五十嵐小学校
新潟市立茨曽根小学校
新潟市立大形小学校
新潟市立大通小学校
新潟市立岡方第二小学校
新潟市立荻川小学校
新潟市立鏡淵小学校
新潟市立潟東小学校
新潟市立上山小学校
新潟市立亀田西小学校
新潟市立木崎小学校
新潟市立黒埼南小学校
新潟市立小合東小学校
新潟市立小針小学校
新潟市立紫竹山小学校
新潟市立小瀬小学校
新潟市立白根小学校
新潟市立立仏小学校
新潟市立中之口東小学校
新潟市立中野山小学校
新潟市立新潟小学校
新潟市立沼垂小学校
新潟市立浜浦小学校
新潟市立東中野山小学校
新潟市立牡丹山小学校
新潟市立巻北小学校
新潟市立巻南小学校
新潟市立松野尾小学校
新潟市立松浜小学校
新潟市立丸山小学校
新潟市立南中野山小学校
新潟大学附属長岡校園
村上市立朝日みどり小学校
村上市立岩船小学校
村上市立村上小学校
村上市立保内小学校
村上市立山辺里小学校
妙高市立新井北小学校
妙高市立妙高高原北小学校
弥彦村立弥彦小学校
阿賀野市立京ヶ瀬中学校
阿賀野市立水原中学校
阿賀町立三川中学校
出雲崎町立出雲崎中学校
魚沼市立堀之内中学校
魚沼市立湯之谷中学校
小千谷市立東小千谷中学校
柏崎市立鏡が沖中学校
柏崎市立第一中学校
柏崎市立第二中学校
柏崎市立第三中学校
柏崎市立第五中学校
柏崎市立東中学校
柏崎市立瑞穂中学校
柏崎市立南中学校
加茂市立七谷中学校
加茂市立若宮中学校
刈羽村立刈羽中学校
五泉市立五泉北中学校

五泉市立村松桜中学校
佐渡市立赤泊中学校
佐渡市立金井中学校
佐渡市立高千中学校
三条市立大崎学園
三条市立第一中学校
三条市立第四中学校
三条市立本成寺中学校
新発田市立加治川中学校
新発田市立川東中学校
新発田市立紫雲寺中学校
上越教育大学附属中学校
上越市立浦川原中学校
上越市立大島中学校
上越市立大潟町中学校
上越市立清里中学校
上越市立頸城中学校
上越市立中郷中学校
上越市立牧中学校
上越市立八千浦中学校
関川村立関川中学校
胎内市立乙中学校
胎内市立中条中学校
燕市立燕中学校
燕市立分水中学校
十日町市立下条中学校
十日町市立中里中学校
十日町市立南中学校
新潟県立柏崎翔洋中等教育学校
新潟県立直江津中等教育学校
新潟県立津南中等教育学校
新潟県立村上中等教育学校
新潟市立岩室中学校
新潟市立臼井中学校
新潟市立大江山中学校
新潟市立木崎中学校
新潟市立高志中等教育学校
新潟市立曽野木中学校
新潟市立新潟柳都中学校
新潟市立白新中学校
新潟市立巻東中学校
新潟市立宮浦中学校
新潟市立山潟中学校
新潟市立横越中学校
長岡市立秋葉中学校
長岡市立旭岡中学校
長岡市立太田中学校
長岡市立岡南中学校
長岡市立小国中学校
長岡市立川口中学校
長岡市立栖吉中学校
長岡市立関原中学校
長岡市立北辰中学校
長岡市立東中学校
長岡市立南中学校
長岡市立宮内中学校
長岡市立山古志中学校
長岡市立与板中学校
南魚沼市立六日町中学校
湯沢町立湯沢中学校
関根学園高等学校
新潟県立上越総合技術高等学校　
新潟県立阿賀野高等学校

新潟県立阿賀黎明高等学校
新潟県立荒川高等学校
新潟県立糸魚川高等学校
新潟県立柏崎工業高等学校
新潟県立小出高等学校
新潟県立五泉高等学校
新潟県立新発田高等学校
新潟県立新発田農業高等学校
新潟県立上越総合技術高等学校
新潟県立白根高等学校
新潟県立高田商業高等学校
新潟県立高田農業高等学校
新潟県立十日町高等学校
新潟県立豊栄高等学校
新潟県立中条高等学校
新潟県立長岡高等学校
新潟県立長岡商業高等学校
新潟県立長岡明徳高等学校
新潟県立新潟北高等学校
新潟県立新潟工業高等学校
新潟県立新潟商業高等学校
新潟県立新潟翠江高等学校
新潟県立新潟西高等学校
新潟県立新潟東高等学校
新潟県立新津工業高等学校
新潟県立西新発田高等学校
新潟県立羽茂高等学校
新潟県立八海高等学校
新潟県立分水高等学校
新潟県立堀之内高等学校
新潟県立巻高等学校
新潟県立松代高等学校
新潟県立見附高等学校
新潟県立村上桜ヶ丘高等学校
糸魚川市立ひすいの里総合学校
小千谷市立総合支援学校
十日町市立ふれあいの丘支援学校
新潟県立柏崎特別支援学校
新潟県立柏崎特別支援学校　のぎく分校
新潟県立川西高等特別支援学校
新潟県立小出特別支援学校
新潟県立駒林特別支援学校
新潟県立江南高等特別支援学校
新潟県立江南高等特別支援学校　川岸分校
新潟県立五泉特別支援学校
新潟県立佐渡特別支援学校　自立活動部
新潟県立新発田竹俣特別支援学校
新潟県立上越特別支援学校
新潟県立高田特別支援学校
新潟県立月ヶ岡特別支援学校
新潟県立長岡聾学校
新潟県立新潟盲学校
新潟県立西蒲高等特別支援学校
新潟県立はまぐみ特別支援学校
新潟県立東新潟特別支援学校
新潟県立村上特別支援学校
新潟県立吉田特別支援学校
新潟市立西特別支援学校
新潟市立東特別支援学校
新潟大学教育学部　附属特別支援学校
長岡市立高等総合支援学校
長岡市立総合支援学校
見附市立見附特別支援学校

南魚沼市立総合支援学校
妙高市立総合支援学校

新潟県肢体不自由児者父母の会連合会
小千谷市肢体不自由児者父母の会
柏崎市肢体不自由児者父母の会
（医）越南会　太陽・大地の家
（医）青山信愛会　
　地域活動支援センターはっぴぃ
（株）アレック北栄　
（株）クリーンセキュリティー
（株）訪問介護ひろはた
（福）いぶきサポート協会　ばんびくらぶ
（福）魚沼地域福祉会　なないろ
（福）魚沼地域福祉会　やいろの里
（福）加治川郷　大峰寮
（福）更生慈仁会
　新潟市発達障がい支援センターJOIN
（福）さくら園　居多さくら工房
（福）佐渡福祉会　まつはらの家
（福）佐渡福祉会　岩の平園
（福）佐渡福祉会　第二岩の平園
（福）さんわ福祉会
（福）しあわせ福祉会　愛らんど新穂
（福）自立生活福祉会
（福）十日町福祉会　なかまの家
（福）十日町福祉会　なごみの家
（福）上越福祉会　かなやの里ワークス
（福）上越福祉会　かなやの里療護園
（福）上越福祉会　つどいの郷
（福）上越福祉会　にしき園
（福）中越福祉会　みのわの里工房ますがた
（福）中越福祉会　みのわの里ようこそ
（福）桐鈴会　工房とんとん
（福）栃尾福祉会　障害者支援施設　守門の里
（福）栃尾福祉会　とちおワークス
（福）新潟みずほ福祉会　みのり園
（福）新潟みずほ福祉会　新潟みずほ園
（福）新潟県身体障害者団体連合会
（福）のぞみの家福祉会
　ジョブプレイスきぼうてらす
（福）白蓮福祉会　ワークセンターふぁみりー
（福）フレンドランド福祉会
（福）みずほ福祉会　おおらい
（福）雪国ボラントピア
　障害者支援施設マイトーラ
（福）南魚沼福祉会相談支援センター
　みなみうおぬ
（福）やまびこ会
（福）奴奈川福祉会
　支援センターささゆり
NPO法人　自活支援の会　Ｇ＆Ｔにいがた
NPO法人　春よこい
NPO法人　大杉の里
阿賀野市さくらの会作業所
阿賀野市社協　ヘルパーステーションぬくもり
アレック北栄　新津
一般社団法人　フジライフスマイル
一般社団法人　みらいず
いわくすの里職員親睦会
魚沼地区障害福祉組合
　魚沼学園・魚沼更生園

かきのみ園
加茂市ホームヘルパーステーション
ケアホームげじょう
工房はたや
済生会新潟　なでしこワークス
児童発達支援センターこころん
新発田市手をつなぐ育成会　ハローハロー
就業支援事業所　ふれんどり～ミルはまなす
就労移行支援事業所　らぼらほ
就労継続支援Ａ型　アンジュ
障がい者デイサポートセンター明日葉
障がい者支援センターひだまり工房
障がい者支援施設　松潟の園
障がい者就労継続支援Ａ型事業所　ローズ
障害者支援施設　かたくりの里
障害者支援施設　浦田の里
障害者支援施設　松波の里
障害者支援施設　第二平成園
障害者就業・生活支援センターさくら
障害福祉サービス事業所　しぶみ工房
障害福祉サービス事業所　みどりの家
聖籠町身体障害者団体福祉会
相談支援事業所　ごず
短期入所施設　桑の里
地域活動支援センター　自遊館・まほろば
地域生活支援センター　いこいの家
地域生活支援施設つどい
ツクイ新潟関屋
十日町市発達支援センター
長岡市柿が丘学園
新潟県障害者リハビリテーションセンター
新潟県中越福祉事務組合
新潟県要約筆記サークル連絡協議会
新潟市めいせいデイサポートセンター
新潟市社会福祉協議会
　西蒲区訪問介護センター
新潟市立明生園
ニチイケアセンター長岡末広
西蒲原福祉事務組合　やひこの里
羽ばたきヘルパーステーション
福祉事業所　いしやま
福祉事業所　ハーモニー
放課後等デイサービス事業所
　虹のオアシス
結屋
よつば（パン工房　よつば）
ワーカーズゆたか
ワークセンターあけぼの
ワークセンターこでまり

県警察本部　刑事部鑑識課
県警察本部　刑事部鑑識課
　　　　　　科学捜査研究所
県警察本部　刑事部機動捜査隊
県警察本部　刑事部組織犯罪対策
　　　　　　第一課
県警察本部　刑事部組織犯罪対策
　　　　　　第二課
県警察本部　刑事部捜査第一課
県警察本部　刑事部捜査第二課
県警察本部　刑事部捜査第三課
県警察本部　警備部外事課

県警察本部　警備部機動隊
県警察本部　警備部警備第一課
県警察本部　警備部警備第二課
県警察本部　警務部会計課
県警察本部　警務部監察官室
県警察本部　警務部教養課
県警察本部　警務部警務課
県警察本部　警務部広報広聴課
県警察本部　警務部厚生課
県警察本部　警務部情報管理課
県警察本部　警務部総務課
県警察本部　警務部装備施設課
県警察本部　警務部留置管理課
県警察本部　交通指導課　
県警察本部　交通部運転免許センター
県警察本部　交通部交通企画課
県警察本部　交通部交通機動隊
県警察本部　交通部交通規制課
県警察本部　交通部交通指導課
県警察本部　交通部高速道路交通警察隊
県警察本部　生活安全部
　　　　　　子供女性安全対策課
県警察本部　生活安全部少年課
県警察本部　生活安全部生活安全企画課
県警察本部　生活安全部生活保安課
県警察本部　地域部地域課
県警察本部　地域部通信指令課
県警察本部　地域部鉄道警察隊
県警察本部　刑事部刑事総務課
県警察本部　生活安全部　
　　　　　　サイバー犯罪対策課
秋葉警察署
阿賀野警察署
糸魚川警察署
小千谷警察署
柏崎警察署
加茂警察署
小出警察署
五泉警察署
江南警察署
三条警察署
新発田警察署
上越警察署
津川警察署
燕警察署
十日町警察署
長岡警察署
新潟警察署
新潟西警察署
新潟中央警察署
新潟東警察署
新潟南警察署
新潟北警察署
西蒲警察署
村上警察署
見附警察署
南魚沼警察署
妙高警察署
与板警察署
新潟県警察学校

阿賀野市役所　社会福祉課

粟島浦村役場　保健福祉課
糸魚川市福祉事務所
魚沼市役所
小千谷市役所　健康未来こども課
柏崎市役所
加茂市役所
佐渡市役所　相川支所
佐渡市役所
　佐和田行政サービスセンター
佐渡市役所
　畑野行政サービスセンター
三条市役所　福祉課
三条市役所　子育て支援課（栄庁舎分）
上越市大島区総合事務所
上越市清里区総合事務所
上越市三和区総合事務所
上越市中郷区総合事務所
上越市名立区総合事務所
上越市吉川区総合事務所
上越市役所　福祉部　福祉課
上越市役所　安塚区総合事務所
関川村役場
胎内市役所　福祉介護課
燕市役所　健康福祉部　社会福祉課
十日町市役所　川西支所　市民課
十日町市役所　中里支所
十日町市役所　福祉課
十日町市役所　松之山支所
十日町市役所　松代支所　市民課
長岡市役所　川口支所
長岡市役所　越路支所
長岡市役所　寺泊支所
長岡市役所　栃尾支所　市民生活課
長岡市役所　中之島支所
長岡市役所　福祉課
長岡市役所　与板支所
長岡市東サービスセンター
新潟市北区役所　北出張所
新潟市中央区東出張所
新潟市東区石山出張所
見附市役所　健康福祉課
村上市役所　福祉課　福祉政策室
南魚沼市役所　福祉課
弥彦村役場
柏崎市教育委員会　学校教育課
五泉市教育委員会
佐渡市教育委員会

（医）魚野会　
　ほんだ病院・介護老人保健施設　清流苑
（福）魚野福祉会　ケアハウスやまなみ
（福）儀平会
（福）ごまどう福祉会
（福）さくら園　さくらホーム
（福）苗場福祉会　
　ヘルパーステーションあおぞら
（福）苗場福祉会　
　健康倶楽部中子の森ヘルパーステーション
（福）長岡三古老人福祉会
（福）松代福祉会
生きがい広場地蔵堂
介護老人保健施設　ケアホーム三条

介護老人保健施設　新井愛広苑
介護老人保健施設　二王子
北半田デイサービスセンター
高齢者総合施設　縄文の杜　関原
合同会社　ヘルパーステーション光
新発田西地域包括支援センター
小規模多機能型居宅介護事業所
　ひよしの家
白根保健生活協同組合
　介護老人保健施設みずき苑
地域密着型複合施設　みやざわ苑
地域密着型複合施設わしま
デイサービスセンター　おおむろの丘
特別養護老人ホーム　あいれふ安塚
特別養護老人ホーム　あがの八雲苑
特別養護老人ホーム　うおの園
特別養護老人ホーム　うかじ園
特別養護老人ホーム　桐原の郷
特別養護老人ホーム　さくら聖母の園
特別養護老人ホーム　垂水の里
特別養護老人ホーム　つかのめの里
特別養護老人ホーム　はさぎの里
特別養護老人ホーム　羽衣園
特別養護老人ホーム　白鳥の里
特別養護老人ホーム　はやまの里
特別養護老人ホーム　ブナの里
特別養護老人ホーム　ペペ・メメール
特別養護老人ホーム　槇山けやき苑
特別養護老人ホーム　みやまの里
特別養護老人ホーム　桃山園
特別養護老人ホーム　ゆり花園
長岡市高齢者基幹地域包括支援センター
ヘルパーステーション悠々の杜岩室　
マミー・ケアサービス（有）
養護老人ホーム　あやめ寮
養護老人ホーム　ひめさゆり

阿賀野市老人クラブ連合会
魚沼市守門地区老人クラブ連合会
魚沼市堀之内地区老人クラブ連合会
三和区老人クラブ連合会
新発田市老人クラブ連合会　加治明生クラブ
上越市牧区老人クラブ連合会
上越市老人クラブ連合会
燕市吉田地区老人クラブ連合会
燕市分水地区老人クラブ連合会
燕地区老人クラブ連合会
長岡市老人クラブ連合会　川口支部
新穂地区老人クラブ連合会
西川地区老人クラブ協議会
牧区老人クラブ連合会　
松代老人クラブ連合会
村上地域老人クラブ連合会
　荒川支部老人クラブ連合会
羽茂地区長生会連合会
湯之谷地区老人クラブ連合会

（医）愛広会　本部
（医）愛広会　新潟リハビリテーション病院
（医）敬愛会　末広橋病院
（医）健進会　新津医療センター病院

（医）真仁会　南部郷厚生病院
（医）新成医会
　総合リハビリテーションセンターみどり病院
（医）崇徳会　田宮病院
（医）青松会
（医）泰庸会　新潟脳外科病院
（医）知命堂病院
（医）美郷会　西蒲中央病院
（医社）共生会　中条中央病院
（医社）仁和会　聖園病院
（医社）M&Bコラボレーション　北越病院
（財）新潟県地域医療推進機構
　魚沼基幹病院
（社医）桑名恵風会　桑名病院
（社医）仁愛会　新潟中央病院
（福）恩賜財団済生会支部
　新潟県済生会三条病院
ＪＡ新潟厚生連　糸魚川総合病院
ＪＡ新潟厚生連　柏崎総合医療センター
ＪＡ新潟厚生連　三条総合病院
ＪＡ新潟厚生連　上越総合病院
ＪＡ新潟厚生連　瀬波病院
ＪＡ新潟厚生連　豊栄病院
ＪＡ新潟厚生連　長岡中央綜合病院
魚沼市国民健康保険守門診療所
魚沼市立堀之内医療センター
五泉中央病院
信楽園病院　
立川メディカルセンター　悠遊健康村病院
津南町立津南病院
新潟県厚生連村上総合病院
新潟県立柿崎病院
新潟県立加茂病院
新潟県立がんセンター新潟病院
新潟県立坂町病院
新潟県立新発田病院
新潟県立精神医療センター
新潟県立津川病院
新潟県立中央病院
新潟県立松代病院
新潟県立妙高病院
新潟県立リウマチセンター
新潟県立吉田病院
新潟市民病院
新潟手の外科研究所病院
長岡赤十字病院
長岡中央綜合病院　
日本歯科大学新潟病院
脳神経センター　阿賀野病院
白美会　白根大通病院
三島病院　
南魚沼市民病院

五十公野土地改良区
小千谷土地改良区
加治郷土地改良区
亀田郷土地改良区
刈谷田川土地改良区
川西土地改良区
国府川左岸土地改良区
白根郷土地改良区
十全土地改良区

関川水系土地改良区
津南郷土地改良区
豊浦郷土地改良区
西蒲原土地改良区
水上土地改良区
吉川土地改良区

糸魚川公共職業安定所
柏崎公共職業安定所
佐渡公共職業安定所
三条公共職業安定所
新発田公共職業安定所
上越公共職業安定所
十日町公共職業安定所
長岡公共職業安定所
長岡公共職業安定所　小千谷出張所
新潟公共職業安定所
新津公共職業安定所
巻公共職業安定所
村上公共職業安定所
南魚沼公共職業安定所
南魚沼公共職業安定所　小出出張所
日本年金機構　柏崎年金事務所
日本年金機構　三条年金事務所
日本年金機構　新発田年金事務所
日本年金機構　上越年金事務所
日本年金機構　新潟西年金事務所
日本年金機構　六日町年金機構

（株）第四北越銀行　新井支店
（株）第四北越銀行　粟山支店
（株）第四北越銀行　出雲崎支店
（株）第四北越銀行　板倉支店
（株）第四北越銀行　大野支店
（株）第四北越銀行　荻川支店
（株）第四北越銀行　柿崎支店
（株）第四北越銀行　柏崎支店
（株）第四北越銀行　片貝支店
（株）第四北越銀行　監査部
（株）第四北越銀行　神田支店
（株）第四北越銀行　北浦和支店
（株）第四北越銀行　県庁支店
（株）第四北越銀行　河渡支店
（株）第四北越銀行　五泉支店
（株）第四北越銀行　小須戸支店
（株）第四北越銀行　小針が丘支店
（株）第四北越銀行　小針支店
（株）第四北越銀行
　コンサルティング事業部
（株）第四北越銀行　コンタクトセンター
（株）第四北越銀行　坂井支店
（株）第四北越銀行　佐和田中央支店
（株）第四北越銀行　三条支店
（株）第四北越銀行　システム部
（株）第四北越銀行　新発田西支店
（株）第四北越銀行　島崎支店
（株）第四北越銀行　事業開発企画部
（株）第四北越銀行　事務サービス部
（株）第四北越銀行　事務サポート部
（株）第四北越銀行　事務統括部
（株）第四北越銀行　上越市役所出張所

（株）第四北越銀行　水原支店
（株）第四北越銀行　千手支店
（株）第四北越銀行　総合企画部
（株）第四北越銀行　高田営業部
（株）第四北越銀行　月潟支店
（株）第四北越銀行　津川支店
（株）第四北越銀行　津南支店
（株）第四北越銀行　燕支店
（株）第四北越銀行　燕南支店
（株）第四北越銀行　寺泊支店
（株）第四北越銀行
　出来島コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　十日町支店
（株）第四北越銀行　十日町中央支店
（株）第四北越銀行　東京事務所
（株）第四北越銀行　東港支店
（株）第四北越銀行　直江津支店
（株）第四北越銀行　直江津中央支店
（株）第四北越銀行　直江津西支店
（株）第四北越銀行　中山支店
（株）第四北越銀行　中条支店　
（株）第四北越銀行
　長岡コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　長岡西支店
（株）第四北越銀行　長岡秘書室
（株）第四北越銀行　長岡本店営業部
（株）第四北越銀行　長岡ミドルオフィス
（株）第四北越銀行　長野営業所
（株）第四北越銀行　新潟駅南支店
（株）第四北越銀行　新潟市役所出張所
（株）第四北越銀行
　新潟東コンサルティングプラザ
（株）第四北越銀行　新津支店
（株）第四北越銀行　西川支店
（株）第四北越銀行　沼垂支店
（株）第四北越銀行　古町支店
（株）第四北越銀行　分水支店
（株）第四北越銀行　平島支店
（株）第四北越銀行
　本店営業部　資金課
（株）第四北越銀行
　本店営業部　総務課
（株）第四北越銀行
　本店営業部　法人営業第１課
（株）第四北越銀行　まごころの会
（株）第四北越銀行　巻支店
（株）第四北越銀行　松代支店
（株）第四北越銀行　松浜支店
（株）第四北越銀行　南高田支店
（株）第四北越銀行　南新潟支店
（株）第四北越銀行　リスク統括部
（株）第四北越銀行　両津支店
（株）第四北越銀行　大和支店
（株）富有社　上越支店
第四ディーシーカード（株）
第四信用保証（株）

（株）越配
（株）新潟クボタ　小出営業所
（株）帆苅組
（株）ほしゆう
オートサービスノア

Keep　Smiling
北日本防災警備（株）　
たかやま調剤薬局
中越運送（株）
　三条ロジスティクスセンター
東器産業株式会社
にいがた住宅センター　
新潟日報社
濃飛西濃運輸（株）上越支店
松喜合資会社
麺工房桐生　
歴世礦油株式会社
山昭酒店　
山陽技術コンサルタンツ（株）
公立大学法人　新潟県立大学
事業創造大学院大学
新潟経営大学
新潟県農業大学校
新潟リハビリテーション大学
学校法人国際総合学園
　日本アニメ・マンガ専門学校
学校法人北都健勝学園
　新潟看護医療専門学校
国際こども・福祉カレッジ
国際メディカル専門学校
国際調理製菓専門学校
佐渡保育専門学校
三条看護・医療・歯科衛生専門学校
三条市医師会　准看護学院
新発田北蒲原准看護学院
長岡崇徳福祉専門学校
長岡赤十字看護専門学校
新潟医療福祉カレッジ
新潟看護医療専門学校　村上校
新潟県立十日町看護専門学校
新潟こども医療専門学校
新潟こども保育カレッジ
新潟柔整専門学校
（一財）にいがた住宅センター
（一財）下越総合健康開発センター
（一財）新潟県連合遺族会
（公社）新潟県看護協会
　訪問看護ステーションにいがた
（公財）新潟県下水道公社
（公財）新潟県下水道公社　長岡支所
（公財）新潟県下水道公社　新井郷川支所
（公財）新潟県下水道公社　新津支所
（公財）新潟県下水道公社　西川支所
（公財）新潟県下水道公社　堀之内支所
（公財）新潟県下水道公社　六日町支所
（公社）新潟県看護協会
（公財）新潟県交通安全協会
（公財）新潟県女性財団
（公財）真柄福祉財団
NPO法人　希望の会福祉会
燕市アーチェリー協会
新潟WBC　ジュニア
新潟ライオンズクラブ
新潟県厚生農業協同組合連合会
新潟県市長会
新潟県町村会
日本赤十字社新潟県支部
魚沼市消防本部

新発田地域広域事務組合消防本部
十日町地域消防本部
長岡市消防本部　警防課
長岡消防署　新町出張所
長岡消防署　関原出張所
見附市消防本部
魚沼市立小出郷図書館
十日町情報館　
長岡市立中央図書館
新潟県立図書館
新潟市立新津図書館
国土交通省　北陸信越運輸局
航空自衛隊　佐渡分屯基地
陸上自衛隊　新発田駐屯地
航空自衛隊　新潟救難隊

日本郵便（株）　信越支社
あかね町郵便局
阿賀野郵便局
新井学校町郵便局
新井郵便局
荒井浜郵便局
粟生津郵便局
粟島郵便局
イオンモール新潟南郵便局
岩船郵便局
越後広田郵便局
大河津郵便局
大島郵便局
大長谷郵便局
柏崎郵便局
加治駅前郵便局
河崎郵便局
金塚郵便局
川口郵便局
乙郵便局
黒川郵便局
五泉郵便局
五泉下町郵便局
紫雲寺郵便局
白根中央通郵便局
新松崎郵便局
関屋本村郵便局　
千田郵便局
曽野木郵便局
高田栄町郵便局
築地郵便局
鼓岡郵便局
寺泊郵便局
天王郵便局
十日町郵便局
栃堀郵便局
豊栄早通郵便局
直江津郵便局
中条郵便局
中頸城旭郵便局
中野小屋郵便局
長岡四郎丸郵便局
長岡西郵便局
名立郵便局
新潟秋葉町郵便局
新潟礎町郵便局

新潟太平郵便局
新潟大山郵便局
新潟上所郵便局
新潟県庁内郵便局
新潟下所島郵便局
新潟関屋本村郵便局
新潟中央郵便局
新潟中郵便局
新潟白山浦郵便局
新潟東中通郵便局
新潟堀之内郵便局
新潟竜ヶ島郵便局
新関郵便局
新津田家郵便局
新保郵便局
西川郵便局
松浜郵便局
見附郵便局
三川郵便局
村上郵便局
桃崎浜郵便局
万代シティ郵便局
平木田駅前郵便局
藤塚浜郵便局
分水郵便局
分田郵便局
山二ツ郵便局

（福）新潟県社会福祉協議会
（福）魚沼市社会福祉協議会
（福）小千谷市社会福祉協議会
（福）刈羽村社会福祉協議会
（福）佐渡市社会福祉協議会
（福）佐渡市社会福祉協議会　羽茂支所
（福）佐渡市社会福祉協議会　佐和田支所
（福）佐渡市社会福祉協議会　両津支所
（福）三条市社会福祉協議会
（福）新発田市社会福祉協議会
（福）上越市社会福祉協議会　板倉支所
（福）上越市社会福祉協議会　浦川原支所
（福）上越市社会福祉協議会　大潟支所
（福）上越市社会福祉協議会　大島支所
（福）上越市社会福祉協議会　柿崎支所
（福）上越市社会福祉協議会　三和支所
（福）上越市社会福祉協議会　名立支所
（福）聖籠町社会福祉協議会
（福）関川村社会福祉協議会
（福）胎内市社会福祉協議会
（福）田上町社会福祉協議会
（福）十日町市社会福祉協議会
（福）新潟市社会福祉協議会
（福）長岡市社会福祉協議会
（福）長岡市社会福祉協議会
　介護サービス課
（福）長岡市社会福祉協議会　川口支所
（福）長岡市社会福祉協議会　寺泊支所
（福）長岡市社会福祉協議会　栃尾支所
（福）南魚沼市社会福祉協議会
（福）村上市社会福祉協議会
（福）村上市社会福祉協議会　山北支所
（福）村上市社会福祉協議会　朝日支所
（福）湯沢町社会福祉協議会

糸魚川子育て支援センター
神林学童保育所
木戸ひまわりクラブ
地域子育て支援センター　おおぞら吉井
富曽亀第２児童クラブ
横越ひまわりクラブ第１

県糸魚川地域振興局　健康福祉部　
県糸魚川地域振興局　地域整備部
県糸魚川地域振興局　農林振興部
県魚沼地域振興局　企画振興部
県魚沼地域振興局　健康福祉部
県魚沼地域振興局　地域整備部
県魚沼地域振興局　農業振興部
県柏崎地域振興局　企画振興部
県柏崎地域振興局　健康福祉部
県柏崎地域振興局　地域整備部
県柏崎地域振興局　農業振興部
県佐渡地域振興局　企画振興部
県佐渡地域振興局　県税部
県佐渡地域振興局　健康福祉環境部
県佐渡地域振興局　地域整備部
県佐渡地域振興局　地域整備部（港湾空港）
県佐渡地域振興局　農地庁舎
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（農政）
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（林業）
県佐渡地域振興局
　農林水産振興部（水産庁舎）
県三条地域振興局　企画振興部
県三条地域振興局　健康福祉環境部
県三条地域振興局　県税部
県三条地域振興局　地域整備部
県三条地域振興局　農業振興部
県新発田地域振興局　企画振興部
県新発田地域振興局　健康福祉環境部
県新発田地域振興局　県税部
県新発田地域振興局　地域整備部
県新発田地域振興局　農業振興部
県新発田地域振興局　農村整備部
県上越地域振興局　農林振興部　
県上越地域振興局　企画振興部
県上越地域振興局　健康福祉環境部
県上越地域振興局　県税部
県上越地域振興局
　地域整備部　上越東維持管理事務所
県上越地域振興局　地域整備部
県上越地域振興局　直江津港湾事務所
県上越地域振興局　農林振興部
県上越地域振興局
　農林振興部　上越東農林事務所
県上越地域振興局　妙高砂防事務所
県十日町地域振興局　企画振興部
県十日町地域振興局　健康福祉部
県十日町地域振興局　地域整備部
県十日町地域振興局　農業振興部
県新潟地域振興局　企画振興部
県新潟地域振興局　健康福祉部
県新潟地域振興局　県税部
県新潟地域振興局　地域整備部

県新潟地域振興局　津川地区振興事務所
県新潟地域振興局　新潟港湾事務所
県新潟地域新興局　農林振興部
県新潟地域振興局　新津地域整備部
県新潟地域振興局　巻農業振興部
県村上地域振興局　企画振興部
県村上地域振興局　健康福祉部
県村上地域振興局　地域整備部
県村上地域振興局　農林振興部
県長岡地域振興局　企画振興部
県長岡地域振興局　健康福祉環境部
県長岡地域振興局　県税部
県長岡地域振興局　地域整備部
県長岡地域振興局
　地域整備部　小千谷維持管理事務所
県長岡地域振興局
　地域整備部　与板維持管理事務所
県長岡地域振興局　農林振興部
県南魚沼地域振興局　企画振興部
県南魚沼地域振興局　県税部
県南魚沼地域振興局　地域整備部
県南魚沼地域振興局　農林振興部
県教育庁　上越教育事務所
県教育庁　中越教育事務所
県教育庁　下越教育事務所
県新発田食肉衛生検査センター
県森林研究所
県水産海洋研究所
県水産海洋研究所
　佐渡水産技術センター
県中越家畜保健衛生所
県下越家畜保健衛生所
県中央家畜保健衛生所
県中央家畜保健衛生所　佐渡支所
県中央福祉相談センター
県長岡食肉衛生検査センター
県農業総合研究所
県農業総合研究所
　園芸研究センター
県農業総合研究所
　高冷地農業技術センター
県農業総合研究所
　佐渡農業技術センター
県農業総合研究所
　食品研究センター
県農業総合研究所
　畜産研究センター
県農業総合研究所
　中山間地農業技術センター
県工業技術総合研究所
県工業技術総合研究所
　県央技術支援センター
県工業技術総合研究所
　上越技術支援センター
県工業技術総合研究所
　素材応用技術支援センター
県工業技術総合研究所
　中越技術支援センター
県放射線監視センター
県立魚沼テクノスクール
県立三条テクノスクール
県立上越テクノスクール
県立新潟テクノスクール

県立生涯学習推進センター
県立歴史博物館
新潟県コロニーにいがた白岩の里
新潟県計量検定所
新潟県佐渡トキ保護センター
新潟県自治研修所
新潟県少年自然の家
新潟県消費生活センター
新潟県新潟学園
新潟県精神保健福祉協会
新潟県はまぐみ小児療育センター
新潟県保健環境科学研究所
新潟県妙法育成牧場
新潟県流域下水道事務所
新潟県立教育センター
新潟県立近代美術館
新潟県内水面水産試験場
（福）しあわせ福祉会　新潟県新星学園

県監査委員事務局
県観光文化スポーツ部　観光企画課
県観光文化スポーツ部
　国際観光推進課
県観光文化スポーツ部　スポーツ課
県企業局　施設課
県企業局　総務課
県企業局　営業企画課
県議会事務局
県教育庁　義務教育課
県教育庁　高等学校教育課
県教育庁　財務課
県教育庁　生涯学習推進課
県教育庁　総務課
県教育庁　福利課
県教育庁　文化行政課
県環境局　環境対策課
県県民生活・環境部　環境企画課
県県民生活・環境部　廃棄物対策課
県県民生活・環境部　文化振興課
県交通政策局　空港課
県交通政策局　交通政策課
県交通政策局　港湾整備課
県産業労働部　産業政策課　
県産業労働部　産業立地課
県産業労働部　雇用能力開発課
県産業労働部　しごと定住促進課
県産業労働部　地域産業振興課
県産業労働部
　創業・イノベーション推進課
県出納局　管理課
県総務部　県民生活課
県総務部　管財課
県総務部　管財課　通信管理室
県総務部　行政改革課
県総務部　財政課
県総務部　市町村課
県総務部　人事課
県総務部　税務課
県総務部　大学・私学振興課
県総務部　統計課
県総務部　法務文書課
県人事委員会事務局　総務課

県知事政策局　ICT推進課
県知事政策局　広報広聴課
県知事政策局　国際課
県知事政策局　政策企画課
県知事政策局　地域政策課
県知事政策局　政策企画課　　　　
男女平等・共同参画推進室
県知事政策局　秘書課
県土木部　河川管理課
県土木部　河川整備課
県土木部　監理課
県土木部　技術管理課
県土木部　砂防課
県土木部　道路管理課
県土木部　道路建設課
県土木部　用地・土地利用課
県土木部都市局　営繕課
県土木部都市局　下水道課
県土木部都市局　建築住宅課
県土木部都市局　都市整備課
県土木部都市局　都市政策課
県農地部　農村環境課
県農地部　農地管理課
県農地部　農地計画課
県農地部　農地建設課
県農地部　農地整備課
県農林水産部　漁港課
県農林水産部　経営普及課
県農林水産部　食品・流通課
県農林水産部　水産課
県農林水産部　地域農政推進課
県農林水産部　治山課　
県農林水産部　畜産課
県農林水産部　農業総務課
県農林水産部　農産園芸課
県農林水産部　林政課
県病院局
県福祉保健部
　医師・看護職員確保対策課
県福祉保健部　感染症対策・薬務課
県福祉保健部　健康づくり支援課
県福祉保健部　高齢福祉保健課
県福祉保健部　国保・福祉指導課
県福祉保健部　子ども家庭課
県福祉保健部　障害福祉課
県福祉保健部　生活衛生課
県福祉保健部　地域医療政策課
県福祉保健部　福祉保健総務課
県防災局　原子力安全対策課
県防災局　消防課
県防災局　防災企画課
県労働委員会事務局

【新潟県本庁各課】

※一部、令和３年度までの部局名等となって
　います。

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。

（敬称略）

個人の方からのご寄付は、個人情報保護の観点から、
お名前の掲載を控えさせて頂いております。（ ）


