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新潟市
下記地域以外

公益財団法人 新潟県文化振興財団 事業課

951-8132 新潟市中央区一番堀通町3-13（新潟県民会館内）

025-228-3577

025-228-3818

北区（旧豊栄）

新潟市北区役所 地域課 文化・スポーツ係

950-3393 新潟市北区葛塚3197

025-387-1195

025-387-2723

956-0101 新潟市秋葉区小須戸117

0250-38-2234

0250-38-3041

新潟市江南区役所 地域課 文化・スポーツ係

950-0195 新潟市江南区泉町3－4－5

025-382-4689

025-381-7090

新潟市教育委員会 味方地区公民館
（南区役所味方出張所内）

950-1294 新潟市南区味方1544

025-373-4788

025-373-4789

西蒲区（旧西川）

新潟市 西川地区公民館

959-0422 新潟市西蒲区曽根1951

0256-88-2334

0256-70-4733

西蒲区（旧潟東）

新潟市 潟東地区公民館

959-0505 新潟市西蒲区三方10

0256-86-2311

0256-86-3867

950-1327 新潟市西蒲区中之口310

025-375-5008

025-375-1360

新潟市 岩室地区公民館

953-0192 新潟市西蒲区西中860

0256-72-8844

0256-82-4484

新潟市西蒲区 地域課 巻文化会館

953-0041 新潟市西蒲巻甲635

0256-73-2219

0256-73-4746

新発田市民文化会館 業務係

957-0053 新発田市中央町4-11-7

0254-26-1576

0254-26-2500

新発田市 豊浦地区公民館

959-2323 新発田市乙次26-2

0254-22-2081

0254-26-5522

加治川地区

新発田市 加治川地区公民館 業務係

959-2415 新発田市住田547-1

0254-33-2433

0254-33-3295

紫雲寺地区

新発田市 紫雲寺地区公民館

957-0204 新発田市稲荷岡2371

0254-41-2291

0254-41-4777

旧五泉市

五泉市教育委員会 生涯学習課 生涯学習係

959-1862 五泉市旭町7-11（五泉市総合会館内）

0250-42-5195

0250-43-4190

村松地区

五泉市教育委員会 生涯学習課 村松事務所

959-1705 五泉市村松乙130-1（村松公民館内）

0250-58-5082

0250-58-5082

村上市教育委員会 生涯学習課 文化行政推進室

958-0854 村上市田端町4-25

0254-53-7511

0254-52-4133

燕市教育委員会 生涯学習課 文化振興係

959-1262 燕市水道町1-3-28

0256-63-7002

0256-63-7003

胎内市

胎内市中央公民館 社会教育課 社会教育係

959-2643 胎内市東本町16-66

0254-43-2001

0254-43-3471

佐渡市

佐渡市教育委員会 社会教育課 社会教育係

952-8501 佐渡市両津湊198

0259-27-4185

0259-24-4184

阿賀野市教育委員会 生涯学習課

959-1919 阿賀野市山崎77（ふれあい会館内）

0250-63-8019

0250-62-2064

聖籠町

聖籠町教育委員会 社会教育課 芸術文化係

957-0117 聖籠町大字諏訪山1280（聖籠町町民会館内）

0254-27-2121

0254-27-7976

弥彦村

弥彦村教育委員会 教育課 社会教育課

959-0323 弥彦村大字弥彦2487-1（弥彦村総合文化会館内）

0256-94-4311

0256-94-4312

田上町

田上町教育委員会 生涯学習係

959-1502 田上町大字田上丁2396(田上町公民館内）

0256-57-3114

0256-57-2509

阿賀町

教育委員会 社会教育課 社会教育係

959-4302 阿賀町鹿瀬8985-1

0254‐92-3334

0254‐92-0083

関川村

関川村教育委員会 教育課

959-3264 関川村大字上関1285

0254-64-2134

0254-64-3019

粟島浦村教育委員会

958-0061 粟島浦村字日の見山1513-11

0254-55-2111

0254-55-2159

秋葉区（旧小須戸） 新潟市 小須戸地区公民館
江南区
南区（旧味方）

西蒲区（旧中之口） 新潟市 中之口地区公民館
西蒲区（旧岩室）
西蒲区（旧巻）
新発田市
旧新発田市
豊浦地区

五泉市

村上市
燕市

阿賀野市

粟島浦村

中越地区
市町村名
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長岡市
旧長岡市

長岡市 市民部 生涯学習文化課

940-0072 長岡市柳原町2-1

0258-32-5110

0258-32-0587

三島地区

長岡市 三島支所 地域振興課 教育支援係

940-2392 長岡市上岩井1261-1

0258-42-2242

0258-42-3534

中之島地区

長岡市 中之島支所 地域振興課 教育支援係

954-0192 長岡市中之島788

0258-61-2011

0258-66-2238

山古志地区

長岡市 山古志支所 地域振興課 教育支援係

947-0204 長岡市山古志竹沢甲2837-1

0258-59-2339

0258-59-3802

越路地区

長岡市 越路支所 地域振興課 教育支援係

949-5493 長岡市浦715

0258-92-5910

0258-92-3333

小国地区

長岡市 小国支所 地域振興課 教育支援係

949-5292 長岡市小国町法坂793

0258-95-5905

0258-95-2282

寺泊地区

長岡市 寺泊支所 地域振興課 教育支援係

940-2592 長岡市寺泊烏帽子平1977-8

0258-75-3111

0258-75-2238

栃尾地区

長岡市 栃尾支所 地域振興課 教育支援係

940-0298 長岡市金町2-1-5

0258-52-1117

0258-52-3990

与板地区

長岡市 与板支所 地域振興課 教育支援係

940-2492 長岡市与板町与板甲134

0258-72-3100

0258-72-3331
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和島地区

長岡市 和島支所 地域振興課 教育支援係

940-4511 長岡市小島谷3434-4

0258-74-3111

0258-74-2791

川口地区

長岡市 川口支所 地域振興課 教育支援係

949-7504 長岡市東川口1974-26

0258-89-3111

0258-89-2110

三条市

三条市 市民部 生涯学習課 文化振興係

955-0072 三条市元町13-1（中央公民館内）

0256-47-0048

0256-32-5476

柏崎市

柏崎市総合企画部 文化振興課 文化振興係

945-8511 柏崎市中央町5-50（柏崎市役所内）

0257-21-2364

0257-24-7714

小千谷市生涯学習スポーツ課 生涯学習係

947-0035 小千谷市大字桜町4915（小千谷市総合体育館内）

0258-83-0077

0258-83-0078

加茂市教育委員会 社会教育課

959-1392 加茂市幸町2-3-5

0256-52-0080

0256-53-4655

十日町市教育委員会 生涯学習課 生涯学習係

948-0022 十日町市学校町1（十日町市中央公民館内）

025-757-8918

025-757-5010

見附市 まちづくり課 文化振興係

954-0052 見附市学校町1-16-15（市民交流センター内）

0258-62-7801

0258-62-7810

魚沼市 市民課 文化振興室

946-0023 魚沼市干溝1848-1 魚沼市小出郷文化会館内

025-792-8811

025-792-6776

魚沼市守門地区文化協会 事務局

946-0216 魚沼市須原520（魚沼市役所 守門庁舎 生涯学習係内）

025-797-2311

025-797-2313

南魚沼市

公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社

949-6680 南魚沼市六日町865 南魚沼市民会館内

025-773-5500

025-772-8161

出雲崎町

出雲崎町教育委員会 教育課 社会教育係

949-4342 出雲崎町大字米田281-1（出雲崎中央公民館内）

0258-78-2250

0258-78-4559

湯沢町

湯沢町教育委員会 教育課 生涯学習班

949-6101 湯沢町大字湯沢2822（湯沢町公民館内）

025-784-2460

025-784-3737

津南町

津南町教育委員会 生涯学習班

949-8201 津南町大字下船渡丁2806-3（津南町公民館内）

0257-65-3134

0257-65-4991

刈羽村

財団法人刈羽村生涯学習振興公社 文化振興係

945-0307 刈羽村大字刈羽100（刈羽村生涯学習センター「ラピカ」内） 0257-20-3100

0257-20-3103

小千谷市
加茂市
十日町市
見附市
魚沼市
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上越市自治・市民環境部 文化振興課 文化振興担当 943-0832 上越市本町3－3－2

025-526-6903

025-526-6904

糸魚川市教育委員会 文化振興課 文化行政係

941-8501 糸魚川市一の宮1-2-5

025-552-1511

025-552-8292

公益財団法人 妙高文化振興事業団

944-0046 妙高市上町9-2

0255-72-9411

0255-72-9412

