
令和3年6月14日現在

１．道の駅 　 ４．市町村

№ 所在地 募金箱常設協力施設名 № 所在地 募金箱常設協力施設名 № 所在地 募金箱常設協力施設名 № 所在地 募金箱常設協力役所

1 新潟市 花夢里にいつ 14 村上市 野天風呂　湯元　龍泉 51 阿賀町 御神楽温泉　みかぐら荘 1 長岡市 長岡市栃尾支所

2 新潟市 新潟ふるさと村「アピール館」 15 燕市 ふれあいパーク　久賀美 52 津南町 クアハウス津南 2 長岡市 長岡市国際交流センター・地球広場　

3 新潟市 道の駅　豊栄 16 糸魚川市 親不知交流センター「まるたん坊」 53 津南町 マウンテンパーク津南カガン 3 長岡市 長岡市寺泊支所　

4 長岡市 Ｒ２９０とちお（インフォメーションセンター） 17 糸魚川市 長者温泉　ゆとり館 54 津南町 竜神の館 4 長岡市 長岡市大河津出張所　

5 三条市 漢学の里しただ（庭月庵悟空） 18 糸魚川市 柵口温泉「権現荘」 55 関川村 桂の関温泉「ゆーむ」 5 長岡市 長岡市和島支所　

6 柏崎市 西山ふるさと公苑（西遊館） 19 妙高市 池の平温泉　ランドマーク妙高高原 56 粟島浦村 漁火温泉「おとひめの湯」 6 柏崎市 柏崎市役所　（他１箇所）

7 柏崎市 西山ふるさと公苑　西山ふるさと館 20 妙高市 杉野沢温泉「苗名の湯」 7 村上市 村上市朝日支所

8 新発田市 加治川さくらの里（加治川ふれあいセンター桜館） 21 五泉市 五泉市馬下保養センター ３．その他 8 村上市 村上市山北支所 （他１箇所）　

9 十日町市 まつだいふるさと会館「おみやげ処ふるさと」 22 五泉市 村松さくらんど温泉 № 所在地 募金箱設置協力施設名 9 村上市 村上市役所　

10 十日町市 まつだいふるさと会館「食事処常春」 23 上越市 池田温泉・大峯温泉　ゑしんの里　やすらぎ荘 1 新潟市 県生協　県庁売店 10 小千谷市 小千谷市役所　

11 十日町市 まつだいふるさと会館「ショッピングセンター常春」 24 上越市 うみてらす名立 2 新潟市 県立自然科学館 11 加茂市 加茂市役所　

12 糸魚川市 越後　市振の関 25 上越市 大潟健康スポーツプラザ「鵜の浜人魚館」 3 新潟市 こまどり 12 見附市 見附市役所 （市民交流センター　ネーブルみつけ）

13 糸魚川市 マリーンドリーム能生　物産センター 26 上越市 柿崎上下浜温泉「マリンホテルハマナス」 4 新潟市 北方文化博物館 13 燕市 燕市役所

14 糸魚川市 マリーンドリーム能生　レストラン味千汐路 27 上越市 くわどり湯ったり村 5 新潟市 中華料理火鳳 14 燕市 燕市国際交流協会

15 糸魚川市 マリーンドリーム能生　レストラン番屋 28 上越市 高陽荘 6 新潟市 エブリーワン 15 糸魚川市 糸魚川市役所　

16 上越市 よしかわ杜氏の郷 29 上越市 ネイチャリングホテル「米本陣」 7 長岡市 県生協　長岡売店 16 上越市 上越市役所 （国際交流センター）

17 阿賀町 阿賀の里 30 上越市 花立温泉「ろばた館」 8 長岡市 県立近代美術館 17 佐渡市 佐渡市役所 （あいぽーと佐渡）

18 長岡市 道の駅　越後川口 31 上越市 湯の里　深山荘 9 長岡市 自然休養体験施設「養楽館」 18 魚沼市 魚沼市役所

19 関川村 関川桂の関「せきかわ歴史とみちの館」 32 上越市 吉川ふれあいセンター「ゆったりの郷」 10 長岡市 栃尾産業交流センター 19 聖籠町 聖籠町役場　

20 村上市 朝日まほろば（物産館、日本玩具歴史館） 33 阿賀野市 白鳥の見える宿　リズム・ハウス「瓢湖」 11 長岡市 ら・なぷう 20 弥彦村 弥彦村役場　

21 村上市 笹川流れ（夕日会館） 34 阿賀野市 宝珠温泉保養センター「あかまつ荘」 12 長岡市 良寛の里美術館 21 出雲崎町 出雲崎町役場　

35 佐渡市 あかどまり城が浜温泉　サンライズ城が浜 13 三条市 燕三条地場産業振興センター 22 刈羽村 刈羽村役場　

２．日帰り温泉・宿泊施設等 36 佐渡市 ロハスの館「こがね荘」 14 新発田市 県生協　新発田売店 23 関川村 関川村役場　

№ 所在地 募金箱設置協力施設名 37 佐渡市 はたの温泉「松泉閣」 15 妙高市 くま杉の里　そば処「そばの花」 24 粟島浦村 粟島浦村役場　（他１箇所）

1 新潟市 花の湯館 38 佐渡市 はもち温泉　クアテルメ佐渡 16 上越市 釜めし割烹花子

2 新潟市 福寿温泉じょんのび館 39 佐渡市 ふれあいハウス潮津の里 17 上越市 県生協　上越売店

3 長岡市 アクアーレ長岡 40 魚沼市 神湯とふれあいの里　神湯温泉倶楽部 18 上越市 上越観光物産センター

4 長岡市 アトリウム長岡 41 魚沼市 ふれあい交流センター「見晴らしの湯こまみ」 19 上越市 雪だるま物産館

5 柏崎市 海洋センター　ＳＥＡ　ＹＯＵＴＨ「雷音」 42 魚沼市 ユピオ 20 上越市 レストラン妙高

6 柏崎市 じょんのび温泉「楽寿の湯」 43 村上市 朝日きれい館 21 上越市 レストラン「ヨーデル金谷」 募金箱設置施設合計

7 柏崎市 ソルト・スパ　潮風 44 村上市 朝日まほろば温泉・朝日まほろばふれあいセンター 22 魚沼市 宮柊二記念館 １．道の駅　　２１施設

8 新発田市 新発田温泉「あやめの湯」 45 聖籠町 聖籠観音の湯「ざぶ～ん館」 23 南魚沼市 池田記念美術館 ２．日帰り温泉・宿泊施設　　５６施設

9 新発田市 深層湯温泉「紫雲の郷」 46 阿賀町 かのせ温泉「赤崎荘」 24 南魚沼市 県生協　南魚沼売店 ３．その他　　２７施設

10 十日町市 千手温泉　千年の湯 47 阿賀町 かのせ温泉「赤湯」 25 胎内市 きのと観光物産館 ４．市町村　　２４施設

11 十日町市 温泉総合保養施設「ミオンなかさと」 48 阿賀町 新三川温泉　ＹＯＵ＆湯ホテルみかわ 26 阿賀町 狐の嫁入屋敷 合計　　　　　１２８施設

12 十日町市 まつだい芝峠温泉　雲海 49 阿賀町 津川温泉清川高原保養センター 27 阿賀町 きつねの里「四季菜館」

13 十日町市 ゆくら妻有 50 阿賀町 御神楽温泉　あすなろ荘

「新潟・国際協力ふれあい基金」募金箱等常設協力施設一覧表資料No.4


