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（一財）新潟ろうきん福祉財団 

２００１年度以降の「地域助成団体」一覧表 
 

年 度 通番 助 成 団 体 名 
市町村 

(ろうきん管轄支店) 

平成１３年 

(2001年度) 

 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

－ 

中条町小規模作業所 こばと作業所 

亀田町精神障害者地域家族会 ほっとホームどじょ子 

社会福祉法人 妻有福祉会 

社会福祉法人 上越福祉会 かなやの里更正園 

知的障害者授産施設 ひかり工房 

精神障害者通所作業所 焙煎コーヒー温〈ぬりもり〉 

三川村社会福祉協議会三川ひまわりの家 

社会福祉法人 柏崎刈羽ミニコロニー 知的障害者更生施設：松波の里 

福祉作業所 たんぽぽ 

新潟いのちの電話 

中条町(中条支店) 

亀田町(東新潟支店) 

十日町市(十日町支店) 

上越市(新井支店) 

小千谷市(小千谷支店) 

新潟市(本店営業部) 

三川村(津川出張所) 

柏崎市(柏崎支店) 

長岡市(長岡支店) 

 

平成１４年 

(2002年度) 

 

 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

－ 

通所作業所 のんぴーり青山 

通所作業所 東蒲あがの会 

通所作業所 三川ひまわりの家 

福祉作業所 大樹  

三条市手をつなぐ育成会 さくらの家 

三和村心身障害者通所作業所 やまびこ作業所 

福祉作業所 大杉の里  

ハンディキャップ水泳団体 ハンディキャップ柏崎 

長岡市手をつなぐ育成会 グループホーム ともる 

社会福祉法人 十日町寿福祉会 

加治川村ボランティア タンポポの会 

社会福祉法人更生慈仁会 麦っ子ワークス 

心身障害者通所援護施設 ほほえみ作業所 

社会福祉法人 新潟太陽福祉会 

長岡共同作業所 のぞみの家 

通所作業所 あいかわ希望の家 

福祉作業所 ほっとハウス  

通所授産施設 工房こまくさ 

養護学校特殊学級児童生徒支援 虹の会 

特定非営利法人 加茂おやこ劇場 

新潟市手をつなぐ育成会 あすなろ福祉作業所 

小規模作業所 ふれあい工房 

村松町心身障害者連絡協議会 さくらの里 

西蒲原福祉事務組合 ねむの木工房 

通所授産施設 友の家 

精神障害者家族会 つくし作業訓練所 

新潟いのちの電話 

新潟市(本店営業部) 

津川町(津川出張所) 

三川村(津川出張所) 

新潟市(東新潟支店) 

三条市(三条支店) 

三和村(高田支店) 

浦川原村(直江津支店) 

柏崎市(柏崎支店) 

長岡市(長岡支店) 

十日町市(十日町支店) 

加治川村(新発田支店) 

巻町(巻支店) 

小須戸町(新津支店) 

新潟市(山の下支店) 

長岡市(長岡北支店) 

相川町(佐渡支店) 

神林村(村上支店) 

糸魚川市(糸魚川支店) 

小出町(小千谷支店) 

加茂市(加茂支店) 

新潟市(新潟南支店) 

板倉町(新井支店) 

村松町(五泉支店) 

分水町(燕支店) 

六日町(六日町支店) 

中条町(中条支店) 
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年 度 通番 助 成 団 体 名 市町村 

(ろうきん管轄支店) 

平成１５年 

(2003年度) 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

－ 

青山福祉作業所 

新潟市中央福祉会 

朗読ボランティア むぎの会 

ふれあいの家 

白根市社会福祉協議会 

小規模作業所 ハッピーハウス  

ひまわり作業所 

田上 よつば会 

新潟いのちの電話 

新潟市(新潟南支店) 

新潟市(山の下支店) 

新発田市(新発田支店） 

吉田町(巻支店） 

白根市(新津支店） 

山北町(村上支店） 

青海町(糸魚川支店） 

田上町(加茂支店） 

新潟市 

平成１６年 

(2004年度) 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

－ 

つばき工房 

福祉作業所 虹の家  

ピュアハウス 

さくら園 北さくら工房 

村松町身体障害者福祉協会 

愛らんど畑野 

精神障害者通所授産施設魚野の家 

福祉作業所 トム・ソーヤ 

新潟いのちの電話 

上越市(高田支店） 

中之島町(長岡北支店） 

下田村(三条支店） 

上越市(直江津支店） 

村松町(五泉支店） 

佐渡市(佐渡支店） 

魚沼市(六日町支店） 

燕市(燕支店) 

新潟市 

平成１７年 

(2005年度) 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

－ 

特定非営利活動法人 トライネット 

新潟市中央福祉会 

十日町市身体障害者団体連絡協議会 

（社）さんわ福祉会 もみの木工房 

（社）妙高市社会福祉協議会 

魚沼特別支援ネットワーク 

東蒲あがの会 

かがやき福祉作業所 

精神障害者地域生活支援センターぐみの郷 

新潟いのちの電話 

柏崎市(柏崎支店） 

新潟市(本店営業部） 

十日町市(十日町支店） 

長岡市(長岡支店） 

妙高市(新井支店） 

魚沼市(小千谷支店） 

阿賀町(津川出張所） 

新潟市(東新潟支店） 

胎内市(中条支店） 

新潟市 

平成１８年 

(2006年度) 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

－ 

特定非営利活動法人 加茂おやこ劇場 

新潟地区手をつなぐ育成会 

みどりの家朝日分場 

青空工房 

親和福祉会 けやき福祉園 

やひこ学園 

青山福祉作業所 

コスモス活動所 

新潟いのちの電話 

加茂市(加茂支店) 

新潟市(山の下支店) 

村上市(村上支店) 

糸魚川市(糸魚川支店) 

新潟市(新津支店) 

弥彦村(巻支店) 

新潟市(新潟南支店) 

阿賀野市(新発田支店) 

新潟市 

平成１９年 

(2007年度) 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

－ 

地域活動支援センター あすなろの家 

知的障害者更生施設 まきはたの里 

音声訳いずみの会 

知的障害者授産施設 ふれんどりーミルはまなす 

見附市社会福祉協議会 きらり作業所  

社会福祉法人 とき福祉会 

ＮＰＯ法人 結地域活動支援センター ひまわりの家自立訓練所 

特定非営利活動法人 ぽぷらの家 

新潟いのちの電話 

三条市(三条支店） 

南魚沼市(六日町支店） 

五泉市(五泉支店） 

上越市(直江津支店） 

見附市(長岡北支店） 

佐渡市(佐渡支店） 

燕市(燕支店） 

上越市(高田支店） 

新潟市 

 

 

 

 

 



№3 

 

年 度 通番 助 成 団 体 名 市町村 

(ろうきん管轄支店) 

平成２０年 

(2008年度) 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

－ 

社会福祉法人  こすもすの会 

特定非営利活動法人 のんぴーり青山の会 

特定非営利活動法人 工房なかさと 

地域活動支援センターあゆみの舎 

特定非営利活動法人 妙高市「たけのこの会」 

小千谷市障害者支援センターさつき工房 

東蒲あがの会 あがの作業所 

障害者生活ステーションさんろーど 

虹の家 

新潟いのちの電話 

柏崎市(柏崎支店） 

新潟市(本店営業部） 

十日町市(十日町支店） 

長岡市(長岡支店） 

妙高市(新井支店） 

魚沼市(小千谷支店） 

阿賀町(津川出張所） 

新潟市(東新潟支店） 

胎内市(中条支店) 

新潟市 

平成２１年 

(2009 年度) 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

－ 

音訳・点訳奉仕会 加茂ともしびの会 

社会福祉法人 新潟太陽福祉会 

障害者支援組織 マザースシップ 

ＮＰＯ法人 グリーンバスケット 

けやき福祉園 

社会福祉法人更生慈仁会 すずまり 

特定非営利活動法人 ドリーム２００１ 

知的障害者授産施設 のぞみ工房 

新潟いのちの電話 

加茂市(加茂支店) 

新潟市(山の下支店) 

村上市(村上支店) 

糸魚川市(糸魚川支店) 

新潟市(新津支店) 

新潟市(巻支店) 

新潟市(新潟南支店) 

新発田市(新発田支店) 

新潟市 

平成２２年 

(2010 年度) 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

－ 

社会福祉法人 青空福祉会 

特定非営利活動法人 ドリームハウス 

五泉市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会 

特定非営利活動法人 上越桜蓮の会 

風来人（フラット） 

精神障がい者通所施設 サウスクラス 

地域作業所 すきっぷ 

社会福祉法人 桜工房 

新潟いのちの電話 

三条市(三条支店） 

南魚沼市(六日町支店） 

五泉市(五泉支店） 

上越市(直江津支店） 

見附市(長岡北支店） 

佐渡市(佐渡支店） 

燕市(燕支店） 

上越市(高田支店） 

新潟市 

平成２３年 

(2011 年度) 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

－ 

知的障害児施設 さざなみ学園 

福祉作業所つばさ 

十日町福祉会なごみの家 

地域活動支援センターとちの木の家 

ＮＰＯ法人ホット妙高 

特定非営利活動法人 共に生きる 

地域活動支援センターたんぽぽ 

ＮＰＯ法人地域活動支援センタースワン 

胎内市手をつなぐ育成会 

新潟いのちの電話 

柏崎市(柏崎支店） 

新潟市(本店営業部） 

十日町市(十日町支店） 

長岡市(長岡支店） 

妙高市(新井支店） 

魚沼市(小千谷支店） 

阿賀町(津川出張所） 

新潟市(東新潟支店） 

胎内市(中条支店) 

新潟市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№4 

年 度 通番 助 成 団 体 名 市町村(地域) 

平成２４年

(2012 年度) 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

― 

特定非営利活動法人 ホームレス支援ネットにいがた        

阿賀町手をつなぐ育成会                          

社会福祉法人 中蒲原福祉会 地域支援活動センターかめさん         

三条地区自閉症児・者を育てる会                  

特定非営利活動法人 ポプラの家                  

社会福祉法人 さくら園 北さくら工房            

ハンディキャップスイミング柏崎                  

福祉作業所 たんぽぽ                            

十日町市家族会                                  

特定非営利活動法人 作業所あゆみ                

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 工房 はたや        

社会福祉法人 白蓮福祉会障がい福祉サービス事業所ワークセンターほほえみ        

地域活動支援センター オーブ                    

社会福祉法人 栃尾福祉会                        

社会福祉法人 庄やの里                          

山北地域活動支援センター ぬくもり工房          

社会福祉法人 奴奈川福祉会 支援センターささゆり        

魚沼音声訳の会                                  

かも小町連                                      

社会福祉法人 新潟地区手をつなぐ育成会 あすなろ福祉園        

スペシャルオリンピックス上越妙高                

五泉市障害者地域生活支援センター こすもすの家        

地域活動支援センター サポートハウス すまいる分水        

NPO 法人 友の家                               

おもちゃ病院たいない                            

新潟いのちの電話                               

新潟市（本店営業部） 

阿賀町（津川出張所） 

新潟市（東新潟支店） 

三条市（三条支店） 

上越市（高田支店） 

上越市（直江津支店） 

柏崎市（柏崎支店） 

長岡市（長岡支店） 

十日町市（十日町支店） 

新発田市（新発田支店） 

新潟市（巻支店） 

新潟市（新津支店） 

新潟市（山の下支店） 

長岡市（長岡北支店） 

佐渡市（佐渡支店） 

村上市（村上支店） 

糸魚川市（糸魚川支店） 

魚沼市（小千谷支店） 

加茂市（加茂支店） 

新潟市（新潟南支店） 

妙高市（新井支店） 

五泉市（五泉支店） 

燕市（燕支店） 

魚沼市（六日町支店） 

胎内市（中条支店） 

新潟市 

平成２５年

(2013 年度) 

 

 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

－ 

社会福祉法人 更生慈仁会 慈仁工房 

阿賀町手をつなぐ育成会 

阿賀町地域活動総合支援センター たんぽぽ 

たんぽぽ保育園 

三条地区手をつなぐ育成会 

特定非営利活動法人 ポプラの家 

特定非営利活動法人 おりづる 

障がい者福祉作業施設 あじさい工房 

地域活動支援センター ピュアはーと 

特定非営利活動法人 地域ケアサポート魚沼 グループホームいなほ  

地域活動支援センター フリースペースみのり 

社会福祉法人 燕西蒲原福祉会 角田の里 

障がい福祉サービス事業所 ほっとサポートしんえい 

社会福祉法人 新潟地区手をつなぐ育成会 地域活動センター石山 

特定非営利活動法人 ながおかたすけあいネット BE ライフ 

特定非営利活動法人 サザンクローバー 

村上市手をつなぐ育成会 

あけぼの福祉作業所 

子育て支援 ゴリラサークル 

精神障がい者地域活動センター やまびこ作業所 

新潟保養プロジェクト 

特定非営利活動法人 悠藍睦会 ワークセンターこでまり 

社会福祉法人 中東福祉会 きなせ家 

特定非営利活動法人 結 地域活動支援センター ひまわりの家自立訓練所 

特定非営利活動法人 ドリームハウス 

社会福祉法人 青空会 こばと作業所 

新潟いのちの電話 

新潟市（本店営業部） 

阿賀町（津川出張所） 

阿賀町（津川出張所） 

新潟市（東新潟支店） 

三条市（三条支店） 

上越市（高田支店） 

上越市（直江津支店） 

柏崎市（柏崎支店） 

長岡市（長岡支店） 

十日町市（十日町支店） 

新発田市（新発田支店） 

新潟市（巻支店） 

新潟市（新津支店） 

新潟市（山の下支店） 

長岡市（長岡北支店） 

佐渡市（佐渡支店） 

村上市（村上支店） 

糸魚川市（糸魚川支店） 

小千谷市（小千谷市） 

加茂市（加茂支店） 

新潟市（新潟南支店） 

妙高市（新井支店） 

五泉市（五泉支店） 

燕 市（燕支店） 

南魚沼市（六日町支店） 

胎内市（中条支店） 

新潟市 



№5 

 

年 度 通番 助 成 団 体 名 市町村(地域) 

２０１４年 

 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

－ 

社会福祉法人 新潟もぐら会 

社会福祉法人 中東福祉会 たんぽぽ 

阿賀町手をつなぐ育成会 

社会福祉法人 横越のぎく のぎくの家 

うたごえ喫茶実行委員会 

県立月ヶ岡特別支援学校通学バス運行実行委員会 

特定非営利活動法人 ささえ愛 みんなの家 
社会福祉法人 上越市社会福祉協議会 就労支援事業所 ふれんどり～ﾐﾙはまなす 

柏崎市肢体不自由児者父母の会賛助会「共にあるく会」 

大石福祉会 たんぽぽ 

十日町手話サークル 

社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会 聖籠町杉の子の家 

社会福祉法人 すこやか福祉会障害者支援施設 かたくりの里 

特定非営利活動法人 ゆうーわ 

声のボランティアグループ 桃花会 

見附市自閉症親の会 メロディー 

特定非営利活動法人 立野福祉会障がい者就労ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ立野 

村上 ohana ネット 

社会福祉法人 上越つくしの里医療福祉協会 好望こまくさ ひまわり作業所分所 

魚沼市母子寡婦福祉 雪椿会 

田上町障がい者支援センター 

社会福祉法人 新潟地区手をつなぐ育成会 青山ファクトリー 

特定非営利活動法人 障害者自立支援センターオアシス 

社会福祉法人 上越福祉会 りんどうの里 

社会福祉法人 中東福祉会 

特定非営利活動法人 リカバリー燕 

NPO 法人 友の家 

地域生活支援センター ぐみの郷 

新潟いのちの電話 

新潟市（本店営業部） 

阿賀町（津川出張所） 

阿賀町（津川出張所） 

新潟市（東新潟支店） 

三条市（三条支店） 

三条市（三条支店） 

上越市（高田支店） 

上越市（直江津支店） 

柏崎市（柏崎支店） 

長岡市（長岡支店） 

十日町市（十日町支店） 

聖籠町（新発田支店） 

新潟市（巻支店） 

新潟市（新津支店） 

新潟市（山の下支店） 

見附市（長岡北支店） 

佐渡市（佐渡支店） 

村上市（村上支店） 

糸魚川市（糸魚川支店） 

魚沼市（小千谷支店） 

田上町（加茂支店） 

新潟市（新潟南支店） 

新潟市（新潟南支店） 

妙高市（新井支店） 

五泉市（五泉支店） 

燕 市（燕支店） 

南魚沼市（六日町支店） 

胎内市（中条支店） 

新潟市 
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315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

－ 

社会福祉法人 新潟地区手をつなぐ育成会 福祉事業所つばさ 

社会福祉法人 中東福祉会 たんぽぽ 

社会福祉法人 新潟もぐら会 ポプラの家 

こども凹凸くらぶ 

特定非営利活動法人 不登校にかかる親のサポートセンター 

特定非営利活動法人 ひまわりクラブ 

どうぶつ愛護福祉研究所 

特定非営利活動法人 大杉の里 

特定非営利活動法人 ワークステージ 喫茶めぐ 

社会福祉法人 大石福祉会 こばと 

特定非営利活動法人 フォーリーフ パン工房 よつば 

ぷれジョブしばた 

社会福祉法人 更生慈仁会 麦っ子ワークス 

社会福祉法人 親和福祉会 けやき福祉園 

社会福祉法人 親和福祉会 ぶどう工房 

にいがた子育ちステイション 

長岡視覚障害者福祉協会 

アフタースクール通信制 ヒューマンキャンパス高校 

社会福祉法人 村上岩船福祉会 障害福祉サービス事業所みどりの家 

社会福祉法人 青空会 障がい福祉サービス事業所 すずかけ 

クレヨンの会 

NPO 法人 e ばしょ結屋 地域活動支援センター結屋 

読み語りグループ 

加茂ともしびの会 

特定非営利活動法人 にいまーる 

特定非営利活動法人 悠藍睦会 

社会福祉法人 ほっと妙高 

社会福祉法人中東福祉会 五泉市障害者地域活動支援センターあさひの家 

特定非営利活動法人 リカバリー燕 

特定非営利活動法人 ドリームハウス 

特定非営利活動法人 ふるさと奥山の荘 

新潟いのちの電話 

新潟市（本店営業部） 

阿賀町（津川出張所） 

新潟市（東新潟支店） 

三条市（三条支店） 

三条市（三条支店） 

上越市（高田支店） 

上越市（高田支店） 

上越市（直江津支店） 

柏崎市（柏崎支店） 

長岡市（長岡支店） 

津南町（十日町支店） 

新発田市（新発田支店） 

新潟市（巻支店） 

新潟市（新津支店） 

新潟市（新津支店） 

新潟市（山の下支店） 

長岡市（長岡北支店） 

佐渡市（佐渡支店） 

村上市（村上支店） 

村上市（村上支店） 

小千谷市（糸魚川支店） 

新潟市（新潟西支店） 

小千谷市（小千谷支店） 

加茂市（加茂支店） 

新潟市（新潟南支店） 

妙高市（新井支店） 

妙高市（新井支店） 

五泉市（五泉支店） 

燕 市（燕支店） 

南魚沼市（六日町支店） 

胎内市（中条支店） 

新潟市 

 


