
１　県内生涯学習センター

名　　　　　　称 所　在　地 電　　話

新潟県立生涯学習推進センター
〒950-8602
　新潟市中央区女池南3-1-2

(025)284-6110

新潟市生涯学習センター（クロスパルにいがた）
〒951-8055
　新潟市中央区礎町通3ノ町2086

(025)224-2088

新発田市生涯学習センター
〒957-0053
　新発田市中央町5-8-47

(0254)26-7191

刈羽村生涯学習センター「ラピカ」
〒954-0307
　刈羽郡刈羽村大字刈羽100

(0257)20-3100

村上市生涯学習推進センター（マナボーテ村上）
〒958-0854
　村上市田端町4-1

(0254)53-2446

能生生涯学習センター（のう楽習館）
〒949-1352
　糸魚川市大字能生1941-2

(025)566-3355

２　県内視聴覚センター・視聴覚ライブラリー

名　　　　　　称 所　在　地 電　　話

新潟県立生涯学習推進センター（学習情報課）
〒950-8602
　新潟市中央区女池南3-1-2

(025)284-6110

村上市視聴覚ライブラリー
〒958-0854
　村上市田端町4-25
　村上市教育情報センター内

(0254)53-7511

新潟市立新津図書館ライブラリー
〒956-0863
　新潟市秋葉区日宝町6-2

(0250)22-0097

燕市視聴覚ライブラリー
〒959-1282
　燕市杣木2
　燕市教育センター内

(0256)63-4590

三市南蒲地域視聴覚教育協議会
〒959-1153
　三条市新堀1311
　三条市役所栄庁舎内

(0256)45-4204

長岡地域視聴覚ライブラリー
長岡市視聴覚センター

〒940-1151
　長岡市三和2-8-20

(0258)32-3716

十日町市視聴覚ライブラリー
〒948-0072
　十日町市西本町2-1-1
　十日町情報館内

(025)750-5101

上越地区広域視聴覚教育協議会
〒942-8563
　上越市下門前1770
　上越市教育プラザ内

(025)545-9214
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３　公立図書館

名　　　　　称 電　　話

1 新潟県立図書館 〒950-8602 新潟市中央区女池南3-1-2 (025)284-6001

2 新潟市立中央図書館 〒950-0084 新潟市中央区明石2-1-10 (025)246-7700

3 　〃　　豊栄図書館 〒950-3323 新潟市北区東栄町1-1-35 (025)387-1123

4 　〃　　松浜図書館 〒950-3126 新潟市北区松浜1-7-1 (025)387-1771

5 　〃　　山の下図書館 〒950-0056 新潟市東区古川町4-12 (025)250-2920

6 　〃　　石山図書館 〒950-0852 新潟市東区石山1-1-12 (025)250-2940

7 　〃　　舟江図書館 〒951-8018 新潟市中央区稲荷町3511-1 (025)223-3235

8 　〃　　鳥屋野図書館 〒950-0972 新潟市中央区新和3-3-1 (025)285-2372

9 新潟市生涯学習センター図書館 〒951-8055 新潟市中央区礎町通3ノ町2086 (025)224-2120

10 新潟市立亀田図書館 〒950-0144 新潟市江南区茅野山3-1-14 (025)382-4696

11 　〃　　新津図書館 〒956-0863 新潟市秋葉区日宝町6-2 (0250)22-0097

12 　〃　　白根図書館 〒950-1477 新潟市南区田中383 (025)372-5510

13 　〃　　月潟図書館 〒950-1304 新潟市南区月潟1417 (025)375-3001

14 　〃　　坂井輪図書館 〒950-2055 新潟市西区寺尾上3-1-1 (025)260-3242

15 　〃　　内野図書館 〒950-2112 新潟市西区内野町603 (025)261-0032

16 　〃　　黒埼図書館 〒950-1112 新潟市西区金巻746-4 (025)377-5300

17 　〃　　西川図書館 〒959-0422 新潟市西蒲区曽根2046 (0256)88-0001

18 　〃　　岩室図書館 〒953-0132 新潟市西蒲区西中889-1 (0256)82-4433

19 　〃　　潟東図書館 〒959-0505 新潟市西蒲区三方10 (0256)70-5141

20 　〃　　巻図書館 〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲4262-1 (0256)73-5066

21 長岡市立中央図書館 〒940-0041 長岡市学校町1-2-2 (0258)32-0658

22 　〃　　互尊文庫 〒940-0065 長岡市坂之上町3-1-20 (0258)35-7981

23 　〃　　西地域図書館 〒940-2105 長岡市緑町3-55-41 (0258)27-4900

24 　〃　　南地域図書館 〒940-1103 長岡市曲新町566-7 (0258)30-3501

25 　〃　　北地域図書館 〒940-0876 長岡市新保町1399-3 (0258)22-7100

26 　〃　　中之島地域図書館 〒954-0124 長岡市中之島3807-3 (0258)61-2165

27 　〃　　寺泊地域図書館 〒940-2502　 長岡市寺泊磯町7411-14 (0258)75-5159

28 　〃　　栃尾地域図書館 〒940-0222 長岡市中央公園1-36 (0258)53-3005

29 上越市立高田図書館 〒943-0835 上越市本城町8-30 (025)523-2603

30 　〃　　　　　　　浦川原分館 〒942-0392 上越市浦川原区釜淵5 (025)599-2830

31 　〃　　　　　　　頸城分館 〒942-0127 上越市頸城区百間町716 (025)530-2360

32   〃    直江津図書館 〒942-0001 上越市中央1-3-18 (025)545-3232

33 三条市立図書館 〒955-0072 三条市元町1-6 (0256)32-0657

34   〃  　　　　栄分館 〒959-1153 三条市新堀1311 (0256)45-5686

35   〃　    　　下田分館 〒955-0151 三条市荻堀1144-1 (0256)46-5919

36 柏崎市立図書館 〒945-0065 柏崎市学校町2-47 (0257)22-2928

令和2年4月1日現在

所　　　在　　　地
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名　　　　　称 電　　話

37 新発田市立中央図書館 〒957-0055 新発田市諏訪町1-2-12 (0254)22-2418

38 新発田市立図書館豊浦分館 〒959-2323 新発田市乙次26-2 (0254)22-2081

39 　　　　〃　　　加治川分館 〒959-2415 新発田市住田547-1　 (0254)33-2433

40 　　　　〃　　　紫雲寺分館 〒957-0204 新発田市稲荷岡2371 (0254)41-2291

41 新発田市立歴史図書館 〒957-0053 新発田市中央町4-11-27 (0254)24-2100

42 小千谷市立図書館 〒947-0031 小千谷市土川1-3-7 (0258)82-2724

43 加茂市立図書館 〒959-1325 加茂市神明町2-6-29 (0256)53-3500

44 十日町図書館 〒948-0072 十日町市西本町2-1-1 (025)750-5100

45 見附市図書館 〒954-0052 見附市学校町1-3-43 (0258)62-3759

46 村上市立中央図書館 〒958-0854 村上市田端町4-25 (0254)53-7511

47 　〃　　朝日図書館 〒958-0251 村上市岩沢5668 (0254)72-6700

48 燕市立図書館 〒959-1251 燕市白山町1-2-10 (0256)62-2726

49 　〃　吉田図書館 〒959-0242 燕市吉田大保町22-1 (0256)92-7650

50 　〃　分水図書館 〒959-0128 燕市分水新町2-5-1 (0256)91-3255

51 糸魚川市民図書館 〒941-0056 糸魚川市一の宮1-2-3 (025)552-6330

52 　〃    能生図書館 〒949-1352 糸魚川市大字能生1941-2 (025)566-3334

53 　〃　　青海図書館 〒949-0305 糸魚川市大字青海4657-3 (025)562-2441

54 五泉市立図書館 〒959-1864 五泉市郷屋川1-1-8 (0250)43-3110

55 　〃　　村松図書館 〒959-1705 五泉市村松乙224-2 (0250)58-1505

56 佐渡市立中央図書館 〒952-1209 佐渡市千種177-1 (0259)63-2800

57 　〃　　真野図書館 〒952-0312 佐渡市吉岡920-1 (0259)55-2223

58 　〃　　小木図書館 〒952-0604 佐渡市小木町1946-6 (0259)86-3841

59 　〃　　さわた図書館 〒952-1314 佐渡市河原田本町394 (0259)57-2711

60 　〃　　両津図書館 〒952-0014 佐渡市両津湊198 (0259)27-4182

61 阿賀野市立図書館 〒959-2112 阿賀野市曽郷1028 (0250)67-2500

62 　〃　　　安田図書館 〒959-2221 阿賀野市保田1756-1 (0250)68-3006

63 　〃　　　笹神図書館 〒959-1919 阿賀野市山崎77 (0250)63-8019

64 魚沼市立広神図書館 〒946-8555 魚沼市今泉1507-1 (025)799-3134

65 　〃　　小出郷図書館 〒946-0041 魚沼市本町2-5 (025)792-0337

66 南魚沼市図書館 〒949-6680 南魚沼市六日町101-8 (025)773-6677

67 妙高市図書館 〒944-0046 妙高市上町9-2 (0255)72-9415

68 胎内市図書館 〒959-2646 胎内市西栄町5-3 (0254)43-3700

69 聖籠町立図書館 〒957-0117 北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1560-1 (0254)27-6166

70 出雲崎町立出雲崎図書館 〒949-4305 三島郡出雲崎町大字羽黒町431-1 (0258)78-2250

71 刈羽村立図書館 〒945-0307 刈羽郡刈羽村大字刈羽100 (0257)20-3102

所　　　在　　　地
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４　博物館及び相当施設
施　設　名 設　置　者 所　在　地 電　話

長岡市立科学博物館 長岡市
〒940-0084
　長岡市幸町2-1-1

(0258)32-0546

北方文化博物館 （一財）北方文化博物館
〒950-0205
　新潟市江南区沢海2-15-25

(025)385-2001

上越市立水族博物館 上越市
〒942-0081
　上越市五智2丁目15－15

(025)543-2449

佐渡博物館 佐渡市
〒952-1311
　佐渡市八幡2041

(0259)52-2447

佐渡植物園 佐渡市
〒952-0503
　佐渡市羽茂飯岡550-6

(0259)52-2447

相川郷土博物館 佐渡市
〒952-1505
　佐渡市相川坂下町20

(0259)74-4312

良寛記念館 出雲崎町
〒949-4342
　三島郡出雲崎町大字米田1

(0258)78-2370

上越市立歴史博物館 上越市
〒943-0835
　上越市本城町7-7

(025)524-3120

新潟県立近代美術館 新潟県
〒940-2083
　長岡市千秋3-278-14

(0258)28-4111

十日町市博物館 十日町市
〒948-0072
　十日町市西本町一丁目448番地9

(025)757-5531

新潟市北区郷土博物館 新潟市
〒950-3322
　新潟市北区嘉山3452

(025)386-1081

両津郷土博物館 佐渡市
〒952-0021
　佐渡市秋津1596

(0259)52-2447

敦井美術館 （公財）敦井コレクション
〒950-0087
　新潟市中央区東大通1-2-23北陸ﾋﾞﾙ内

(025)247-3311

木村茶道美術館 （公財）木村茶道美術館
〒945-0841
　柏崎市緑町3-1

(0257)23-8061

長岡市寺泊水族博物館 長岡市
〒940-2502
　長岡市寺泊花立9353-158

(0258)75-4936

佐渡国小木民俗博物館 佐渡市
〒952-0612
　佐渡市宿根木270-2

(0259)86-2604

柏崎市立博物館 柏崎市
〒945-0841
　柏崎市緑町8-35

(0257)22-0567

駒形十吉記念美術館 （一財）駒形十吉記念美術館
〒940-0033
　長岡市今朝白2-1-4

(0258)35-6111

新津記念館 （公財）新津記念館
〒951-8122
　新潟市中央区旭町通1-754-34

(025)228-5050

大棟山美術博物館 （一財）大棟山美術博物館
〒942-1406
　十日町市松之山1222

(025)596-2051

雪梁舎美術館 （公財）雪梁舎美術館
〒950-1101
　新潟市西区山田451

(025)377-1888

長岡市栃尾美術館 長岡市
〒940-0237
　長岡市上の原町1-13

(0258)53-6300

池田記念美術館 南魚沼市
〒949-7302
　南魚沼市浦佐5493-3

(025)780-4080

新潟県立万代島美術館 新潟県
〒950-0078
　新潟市中央区万代島5-1万代島ビル5階

(025)290-6655

小林古径記念美術館 上越市
〒943-0835
　上越市本城町7-7

(025)523-8680

知足美術館 （公財）知足美術館
〒950-0965
　新潟市中央区新光町10-2
　技術士センタービル別棟2階

(025)281-2001

日本歯科大学新潟生命学部
医の博物館

（学）日本歯科大学
〒951-8151
　新潟市中央区浜浦町1-8

(025)267-1500

新潟市美術館 新潟市
〒951-8104
　新潟市中央区西大畑町5191-9

(025)223-1622

新潟市會津八一記念館 新潟市
〒950-0088
　新潟市中央区万代3-1-1
　新潟日報メディアシップ5階

(025)282-7612

魚沼市宮柊二記念館 魚沼市
〒949-7413
　魚沼市堀之内117-6

(025)794-3800

燕市産業史料館 燕市
〒959-1263
　燕市大字大曲4330-1

(0256)63-7666

新潟県立歴史博物館 新潟県
〒940-2035
　長岡市関原町1丁目字権現堂2247-2

(0258)47-6130

新潟市歴史博物館 新潟市
〒951-8013
　新潟市中央区柳島町2-10

(025)225-6111

新潟市新津美術館 新潟市
〒956-0846
　新潟市秋葉区蒲ヶ沢109-1

(0250)25-1300
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５　男女共同参画学習関連施設
名　　　称 所　在　地 電 話

新潟県女性センター
〒950-0994
　新潟市中央区上所2-2-2
　新潟ﾕﾆｿﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ2階

(025)285-6610

(一財)新潟県上越婦人会館
〒943-0832
　上越市本町6-1-5

(025)543-6048

(一財)新潟県下越婦人会館
〒951-8055
　新潟市中央区礎町通4ノ町2113-13

(025)226-7220

新潟市男女共同参画推進センター「アルザにいがた」
〒950-0082
  新潟市中央区東万代町9-1
　万代市民会館3階

(025)246-7713

上越市男女共同参画推進センター「ウィズじょうえつ」
〒943-0821
　上越市土橋1914-3
　上越市市民ﾌﾟﾗｻﾞ内

(025)527-3624

上越市女性サポートセンター
〒943-0835
  上越市本城町8-1
(事務局:上越市木田1-1-3産業政策課)

(025)526-5111

長岡市男女平等推進センター「ウィルながおか」
〒940-0062
  長岡市大手通2-2-6
　ながおか市民ｾﾝﾀｰ2階

(0258)39-2746

三条市男女共同参画センター

〒955-0844
  三条市桜木町12-28
　三条ものづくり学校112号室
(事務局:三条市本町3-1-4地域経営課)

(0256)34-5624

見附市勤労者家庭支援施設「ふぁみりあ」
〒954-0052
  見附市学校町1-3-70

(0258)62-1915

燕市吉田ふれあいセンター
〒959-0244
  燕市吉田中町5-20

(0256)93-3111

南魚沼市広域働く婦人の家
〒949-7302
  南魚沼市浦佐478-5

(025)777-2259

南魚沼市婦人会館
〒949-6680
　南魚沼市六日町865
　南魚沼市民会館内

(025)773-6610

６　青少年教育施設
名　　　　称 所　　在　　地 電　   話

独立行政法人　国立青少年教育振興機構
国立妙高青少年自然の家

〒949-2235
　妙高市関山6323-2

(0255)82-4321

新潟県少年自然の家
〒959-2602
　胎内市乙字大日裏

(0254)46-2224

新潟市若者支援センター
〒951-0082
  新潟市中央区東万代9－1
　万代市民会館内

(025)247-6781

新潟市入徳館野外研修場
〒953-0075
　新潟市西蒲区峰岡444-2

(0256)72-2876

新潟市芸術創造村・国際青少年センター
「ゆいぽーと」

〒951-8102
  新潟市中央区二葉町5932－7

(025)201-7530

新潟市水族館
〒950-8555
　新潟市中央区西船見町5932-445

(025)222-7500

長岡市法末自然の家「やまびこ」
〒949-5334
  長岡市小国町法末706

(0258)95-3827

長岡市青少年研修センター
〒940-2528
  長岡市寺泊郷本208-3

(0258)75-3111

三条市青少年育成センター
〒955-0084
　三条市桜木町12番38号

(0256)32-0908

糸魚川市能生青年の館
〒949-1341
　糸魚川市大字能生519

(025)566-3111

糸魚川市青海少年の家
〒949-0305
　糸魚川市大字青海614-1

(025)562-3828

妙高市青少年学習施設「わくわくランドあらい」
〒944-0014
　妙高市関川町2-8-32

(0255)70-1315

南魚沼市塩沢セミナーハウス
〒949-6436
　南魚沼市中778-1

(025)773-6630

新発田市青少年宿泊施設　あかたにの家
〒957-0464
　新発田市上赤谷2173

(0254)28-2116

五泉市チャレンジランド杉川
〒959-1726
　五泉市上杉川1910-1

(0250)55-6543

阿賀野市五頭連峰少年自然の家
〒959-1924
　阿賀野市畑江23

(0250)62-0120

聖籠町青少年交流センター
〒957-0117
　北蒲原郡聖籠町諏訪山1560-3

(0254)32-5818

小千谷市市民の家「おぢゃ～る」
〒947-0012
　小千谷市山本1216-3

(0258)82-2478
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７　社会教育関係団体（青少年）

団　　体　　名 事　務　局　所　在　地
  上段：電話
  下段：FAX

代表者名

（一社）
新潟県子ども会育成連合会

〒951-8131
　新潟市中央区白山浦1-300

(025)230-5298
(025)230-5292

会長
 須田 貴子

日本ボーイスカウト新潟連盟
〒951-8061
　新潟市中央区西堀通2番町778番　西堀ｼｬﾙﾑ203

(025)229-5454
(025)229-5446

理事長
 南雲 重孝

（一社）
ガールスカウト新潟県連盟

〒950-2041
　新潟市西区坂井東6-1-4 森の巣箱内

(025)269-2332
FAX兼用

連盟長
 服部 佳子

新潟県スポーツ協会
〒950-0933
　新潟市中央区清五郎67-12 ﾃﾞﾝｶﾋﾞｯｸｽﾜﾝｽﾀｼﾞｱﾑ内

(025)287-8600
(025)287-8601

会長
 馬場潤一郎

新潟県健民少年団連合会
〒958-0854
　村上市田端町4-1

(0254)53-2446
(0254)53-2977

会長
  内山 司

新潟県青少年赤十字指導者協議会
〒951-8127
　新潟市中央区関屋下川原町1-3-12

(025)231-3121
(025)231-3122

会長
 高野 浩憲

（公社）にいがた緑の百年物語
緑化推進委員会

〒950-0965
　新潟市中央区新光町7-2 県商工会館内

(025)290-8055
(025)290-8051

理事長
 平山 征夫

新潟県農業改良クラブ連盟
（個人宅）※県農林水産部経営普及課
(025)280-5300へお問い合わせください

※左記
会長
 佐藤 陽介

新潟県農業士会
（個人宅）※県農林水産部経営普及課
(025)280-5300へお問い合わせください

※左記
会長
 伊藤 一郎

（一社）
新潟県国際農業交流協会

〒951-8116
　新潟市中央区東中通1-86-51 新潟東中通ビル4階

(025)223-2186
(025)223-2401

会長
 草間 和幸

新潟県農協青年連盟
〒951-8116
　新潟市中央区東中通１-189-3

(025)230-2021
(025)227-1171

委員長
 桑原 宏太

新潟県ＢＢＳ連盟
〒951-8104
　新潟市中央区西大畑町5191 新潟保護観察所内

(025)222-1531
(025)227-1420

会長
 鈴木 真理

新潟県青年赤十字
奉仕団連絡協議会

〒951-8127
　新潟市中央区関屋下川原町1-3-12

(025)231-3121
(025)231-3122

会長
 玉橋 利沙

８　社会教育関係団体（成人一般）

団　　体　　名 事　務　局　所　在　地
  上段：電話
  下段：FAX

代表者名

新潟県小中学校PTA連合会
〒950-0965
　新潟市中央区新光町7-2 県商工会館5階

(025)280-0466
(025)280-0476

会長
 板倉 久徳

新潟県高等学校PTA連合会
〒950-0908
　新潟市中央区幸西3-3-1 新潟会館内

(025)243-6851
(025)243-6852

会長
 野本 博之

（一財）
新潟県老人クラブ連合会

〒950-0994
　新潟市中央区上所2-2-2 新潟ﾕﾆｿﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ3階

(025)281-5548
(025)281-5549

会長
 玉木 正方

新潟県生涯学習協会
〒950-8602
　新潟市中央区女池南3-1-2
　県立生涯学習推進ｾﾝﾀｰ内

(025)250-0121
FAX兼用

会長
 平山 征夫

新潟県公民館連合会
〒950-8602
　新潟市中央区女池南3-1-2
　県立生涯学習推進ｾﾝﾀｰ内

(025)288-5571
FAX兼用

会長
 市橋 秀紀

新潟県社会教育委員連絡協議会
〒950-8570
　新潟市中央区新光町4-1 県生涯学習推進課内

(025)280-5616
(025)284-9396

会長
 山田 智之

新潟県婦人連盟
〒951-8055
　新潟市中央区礎町通四ノ町2113-13

(025)226-7220
(025)226-7221

理事長
 外石 栄子

JA新潟県女性組織協議会
〒951-8116
　新潟市中央区東中通1-189-3 JA新潟ビル

(025)230-2023
(025)227-1171

会長
 馬場 良子

新潟県商工会女性部連合会
〒950-0965
　新潟市中央区新光町7-2

(025)283-1311
(025)285-1252

会長
 末武 榮子

（一社）
新潟県母子寡婦福祉連合会

〒950-0994
　新潟市中央区上所2-2-2 新潟ﾕﾆｿﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ3階

(025)281-5546
(025)281-5547

会長
 相澤 知子

新潟県食生活改善推進委員協議会
〒950-8570
　新潟市中央区新光町4-1 県健康対策課内

(025)285-5511
(025)285-8757

会長
 外山 迪子

新潟県保育士会
〒950-0994
　新潟市中央区上所2-2-2 新潟ﾕﾆｿﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ3階

(025)281-5541
(025)281-5542

会長
 山田 文子

（公社）
新潟県看護協会

〒951-8133
　新潟市中央区川岸町2-11

(025)265-1225
(025)266-1199

会長
 斎藤 有子

新潟県生活学校連絡協議会
〒950-8570
　新潟市中央区新光町4-1 県県民生活課内

(025)280-5912
(025)283-5879

会長
 小出 優子

あしたの新潟県を創る運動協会
〒950-8570
　新潟市中央区新光町4-1 県県民生活課内

(025)280-5912
(025)283-5879

会長
 神保 和男

（一社）
大学女性協会新潟支部

〒950-0963
　新潟市中央区南出来島2-6-4

(025)284-1803
FAX兼用

支部長
 田代 信子

（公財）
新潟県女性財団

〒950-0994
　新潟市中央区上所2-2-2 新潟ﾕﾆｿﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ2階

(025)285-6610
(025)285-6630

理事長
 阿部 愛子
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