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名称 　　　所在地
設置主体

（経営主体）
定員

開設
年月日

電話番号

有明荘 西区 西有明町１－７１
（福）新潟市有明福祉事
業協会

100 S46.3.31 025-267-0436

ときわ診療所 東区 空港西1－15－17 (医)新潟勤労者医療協会 - H23.6.1 0250-24-5170

済生会新潟内科診療所 中央区 田町1丁目3239番地１
(福)恩賜財団済生会支部
新潟県済生会

- H22.4.1 025-226-7712

舟江診療所 中央区 入舟町3-3629-１ (医)新潟勤労者医療協会 - H22.4.1 025-229-3588

沼垂診療所 中央区 沼垂東6－4－12 (医)新潟勤労者医療協会 - H23.6.1 025－244－0116

下越病院 秋葉区 東金沢1459-1 (医)新潟勤労者医療協会 - H23.6.1 0250－22－4711

かえつクリニック 秋葉区 田家2－1－30 (医)新潟勤労者医療協会 - H23.6.1 0250－22－5888

かえつ歯科 秋葉区 中沢町1－25 (医)新潟勤労者医療協会 - H25.5.1 0250-25-5510

信楽園病院 西区 新通南３－３－１１
（福）新潟市社会事業協
会

- S34.2.27 025-260-8200

済生会新潟第二病院 西区 寺地２８０－７
（福）恩賜財団済生会支
部新潟県済生会

- H3.7.1 025-233-6161

坂井輪診療所 西区 寺尾東３－８－３５ （医）新潟勤労医療協会 - H23.6.1 025-269-6630

北地域保健福祉センター 北区 松浜１－７－１ 新潟市 - H11.4.1 025-387-1781

豊栄健康センター 北区 東栄町１－１－３５ 新潟市 - H17.3.21
025-387-1340
 （※1）

木戸健康センター 東区 下木戸１－４－１ 新潟市 - H23.9.20 025-250-2350

石山地域保健福祉センター 東区 石山１－１－１２ 新潟市 - H11.4.1 025-250-2901

南地域保健福祉センター 中央区 新和３－３－１ 新潟市 - H9.4.1 025-285-2373

東地域保健福祉センター 中央区 明石２－３－２５ 新潟市 - H10.4.1 025-243-5312

中央地域保健福祉センター 中央区 関屋下川原町１－３－１１ 新潟市 - H10.4.1 025-266-5172

入舟健康センター 中央区 附船町１－４３８５－１ 新潟市 - H10.4.1
025-266-5172
 （※2）

横越地域保健福祉センター 江南区 横越中央１－１－１ 新潟市 - H19.4.1 025-385-2111

曽野木健康センター 江南区 天野２－８－２ 新潟市 - H10.4.1
025-382-4340
　（※1）

横越健康センター 江南区 横越中央１－１－３ 新潟市 - H17.3.21
025-382-4340
　（※1）

亀田健康センター 江南区 泉町３－１－３ 新潟市 - H17.3.21
025-382-4340
　（※1）

小須戸地域保健福祉セン
ター

秋葉区 小須戸１２０ 新潟市 - H19.4.1 0250-25-5731

小須戸健康センター 秋葉区 小須戸１２０ 新潟市 - H17.3.21
0250-25-5665
　（※1）

新津健康センター 秋葉区 程島１９７９－４ 新潟市 - H17.3.21
0250-25-5665
　（※1）

救護施設　全1施設

無料低額診療施設　全10施設

地域保健福祉センター，健康センター　全32施設
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味方地域保健福祉センター 南区 味方１５４４ 新潟市 - H19.4.1 025-372-6820

月潟地域保健福祉センター 南区 月潟５３５ 新潟市 - H19.4.1 025-372-6920

白根健康福祉センター 南区 白根１３６４－１２ 新潟市 - H25.1.1
025-371-1070
　（※1）

味方健康センター 南区 味方５８３－１ 新潟市 - H17.3.21
025-372-6375
　（※1）

月潟健康センター 南区 月潟１４１７ 新潟市 - H17.3.21
025-372-6375
　（※1）

黒埼地域保健福祉センター 西区 大野町２８４３－１ 新潟市 - H13.4.1 025-264-7474

西地域保健福祉センター 西区 内野町４７１ 新潟市 - H11.4.1 025-262-3405

坂井輪健康センター 西区 寺尾東３－１４－４１ 新潟市 - H10.4.1
025-264-7423
  （※1）

黒埼健康センター 西区 金巻７７２－１ 新潟市 - H13.4.1
025-264-7474
　（※1）

巻地域保健福祉センター 西蒲区 巻甲４３６３ 新潟市 - H17.10.10 0256-72-7100

岩室地域保健福祉センター 西蒲区 西中８６０ 新潟市 - H19.4.1 0256-82-4111

岩室健康センター 西蒲区 西中８６０ 新潟市 - H17.3.21
0256-72-8380
  （※1）

西川地域保健福祉センター 西蒲区 旗屋５８５－１ 新潟市 - H19.4.1 0256-88-3111

西川健康センター 西蒲区 旗屋７０１－２ 新潟市 - H17.3.21
0256-72-8380
  （※1）

潟東地域保健福祉センター 西蒲区 三方１ 新潟市 - H19.4.1 0256-86-3111

潟東健康センター 西蒲区 三方３ 新潟市 - H17.3.21
0256-72-8380
  （※1）

中之口地域保健福祉セン
ター

西蒲区 中之口６２６ 新潟市 - H19.4.1 025-375-2712

※　問い合わせ先は区役所健康福祉課等になります。


