
平成２９年４月１日現在

【一般社団】　６４法人　【公益社団】　４２法人　【一般財団】　３０　法人　【公益財団】３０法人　【合計】　１６６法人　
※移行認定等を受けて一般社団法人若しくは公益社団法人又は一般財団法人若しくは公益財団法人となった法人で、秋田県知事が行政庁であるもの。

※公益目的支出計画なし、もしくは終了した一般法人は県の指導監督は受けないこととなるので除外。
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1 （一財） 秋田県総合公社 010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄4-6 018-896-7100 018-864-3551 平成25年4月1日 東海林　文和 総務部 総務課

2 (公財) 秋田市総合振興公社 019-2614
秋田市河辺豊成字虚空蔵大台
滝1-1

018-829-3568 018-829-3569 平成25年4月1日 佐藤　隆幸 総務部 総務課

3 （公社） 秋田県公共嘱託登記司法書士協会 010-0951 秋田市山王６丁目３番４号 018-824-0255 018-824-0196 平成25年4月1日 志田　幸禧 総務部 総務課

4 （公社） 秋田県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 010-0951 秋田市山王六丁目１番１号 018-867-2188 018-864-0148 平成24年7月2日 小笹　壽郎 総務部 総務課

5 （一財） 秋田県職員互助会 010-8570 秋田市山王4-1-1 018-860-1050 018-860-3855 平成25年4月1日 鎌田　雅人 総務部 人事課

6 （公社） 秋田北法人会 011-0945
秋田市土崎港西五丁目３番１号
秋田市北部市民サービスセン
ター３F

018-845-8078 018-845-8025 平成25年4月1日 林　明夫 総務部 税務課

7 （一社） 秋田県法人会連合会 010-0061
秋田市卸町三丁目６番３号　秋
田卸センター別館内

018-866-2630 018-866-2631 平成25年4月1日 鈴木　茂夫 総務部 税務課

8 （公社） 秋田南法人会 010-0061
秋田市卸町三丁目６番３号　秋
田卸センター別館内

018-866-2630 018-866-2631 平成24年4月1日 鈴木　茂夫 総務部 税務課

9 （公社） 大館法人会 017-0044
大館市御成町二丁目８番１４号
大館商工会館４階

0186-43-3347 0186-43-4044 平成24年4月1日 工藤　保則 総務部 税務課

10 （公社） 大曲法人会 014-0027
大仙市大曲通町１番１３号
大曲商工会議所２階

0187-63-8220 0187-63-8231 平成25年7月1日 塩谷　國太郎 総務部 税務課

11 （公社） 能代法人会 016-0831
能代市元町11-7
能代商工会館３階

0185-54-8351 0185-55-1941 平成25年4月1日 中嶋　日吉 総務部 税務課

12 （公社） 本荘法人会 015-0814
由利本荘市後町16-7　(有)ｼﾝｴ
ｲ

0184-24-3050 0184-24-3054 平成25年4月1日 村岡　兼幸 総務部 税務課

13 （公社） 湯沢法人会 012-0824 湯沢市柳町１丁目１番１３号 0183-78-0211 0183-73-2900 平成25年4月1日 高橋　文二 総務部 税務課

14 （公社） 横手法人会 013-0021
横手市大町7-18
横手商工会議所２階

0182-35-7766 0182-35-7767 平成25年4月1日 齋藤　善一 総務部 税務課

15 （一社） 秋田県消防設備協会 010-0001
秋田市中通6-7-9　秋田県畜産
会館3F

018-835-5880 018-835-5882 平成25年4月1日 猿田　五知夫 総務部 総合防災課

知事所管公益法人等一覧表
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16 （一社） 秋田県危険物安全協会連合会 010-0951
秋田市山王3-7-21　秋田県石
油会館3F

018-867-2245 018-867-2246 平成25年4月1日 伊藤　洋二 総務部 総合防災課

17 (公財) 秋田県市町村振興協会 010-0951 秋田市山王4-2-3 018-883-0022 018-883-0024 平成25年4月1日 穂積　志 企画振興部 市町村課

18 (公財) 秋田県国際交流協会 010-0001
秋田市中通2-3-8　アトリオン1
階

018-893-5499 018-825-2566 平成25年4月1日 佐竹　敬久 企画振興部 国際課

19 （公社） 青少年育成秋田県民会議 010-8570 秋田市山王四丁目１番１号 018-860-1554 018-860-3895 平成23年4月1日 三浦　基
あきた未来
創造部

次世代・女性活躍
支援課

20 (公財) 秋田県女性会館 010-0001 秋田市中通2-3-8 018-836-7840 018-836-7886 平成25年4月1日 髙山　万紀子
あきた未来
創造部

次世代・女性活躍
支援課

21 (公財) 秋田観光コンベンション協会 010-0921
秋田市大町２丁目2-12　イーホ
テル1階

018-824-1211 018-824-0400 平成25年4月1日 三浦　廣巳
観光文化ス
ポーツ部

観光戦略課

22 （一社） 男鹿市観光協会 010-0511 男鹿市船川港船川字新浜町1-1 0185-24-4700 0185-24-5700 平成26年4月1日 加藤　義康
観光文化ス
ポーツ部

観光振興課

23 （一社） 秋田県自家用自動車協会 010-0962
秋田市八橋大畑二丁目１２番５
５号

018-863-6117 018-824-1787 平成24年4月1日 加賀谷　武夫
観光文化ス
ポーツ部

交通政策課

24 （一社） 秋田県自動車整備振興会 010-0962 秋田市八橋大畑2-12-63 018-823-6546 018-863-4603 平成25年4月1日 三浦　潔
観光文化ス
ポーツ部

交通政策課

25 （一財） 秋田県全自動車協会 010-0962
秋田市八橋大畑二丁目１２番５
５号

018-862-7333 018-824-5450 平成24年4月1日 三浦　廣巳
観光文化ス
ポーツ部

交通政策課

26 （公社） 秋田県トラック協会 011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-20 018-863-5331 018-863-7354 平成25年4月1日 赤上　信弥
観光文化ス
ポーツ部

交通政策課

27 （公社） 秋田県バス協会 010-0962 秋田市八橋大畑2-12-55 018-863-5349 018-864-4549 平成25年4月1日 齋藤　善一
観光文化ス
ポーツ部

交通政策課

28 （一社） 大館北秋田自動車協会 017-0042 大館市字観音堂401 0186-43-2281 0186-43-2282 平成25年4月1日 笹谷　博久
観光文化ス
ポーツ部

交通政策課

29 （一社） 本荘自動車協会 015-0012 由利本荘市石脇字田尻29 0184-22-2113 0184-23-3441 平成25年4月1日 齋藤　幸悦
観光文化ス
ポーツ部

交通政策課

30 (公財) 秋田県体育協会 010-0974
秋田市八橋運動公園１番５号
秋田県立スポーツ会館内

018-864-8090 018-864-5752 平成24年4月1日 小笠原　直樹
観光文化ス
ポーツ部

スポーツ振興課

31 （一財） 北秋田市体育協会 018-3312 北秋田市花園町１９－１ 0186-84-8790 0186-84-8790 平成26年4月1日 成田　昭夫
観光文化ス
ポーツ部

スポーツ振興課

32 （一財） 秋田市体育協会 010-0974 秋田市八橋運動公園１―１ 018-896-5331 018-896-6441 平成26年4月1日 伊藤　護朗
観光文化ス
ポーツ部

スポーツ振興課
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33 （一財） 大館市体育協会 017-0031
大館市市上代野字八幡岱29番
地4　大館市樹海体育館内

0186-59-4552 0186-48-7281 平成24年4月1日 宮越　雅己
観光文化ス
ポーツ部

スポーツ振興課

34 （一財） 角館感恩講 014-0347 仙北市角館町小勝田間野54-5 0187-42-8215 0187-42-8216 平成26年4月1日 加賀谷　宏一 健康福祉部 地域・家庭福祉課

35 （一財） 秋田県遺族連合会 010-0951 秋田市山王5-2-25 018-862-8820 018-862-5836 平成25年4月1日 仲沢　誠也 健康福祉部 福祉政策課

36 (公財) 秋田県老人クラブ連合会 010-0922 秋田市旭北栄町1－5 018-864-2723 018-864-2724 平成25年10月1日 仲村　盛吉 健康福祉部 長寿社会課

37 (公財) 秋田県長寿社会振興財団 010-1412
秋田市御所野下堤五丁目１番１
号

018-829-2888 018-829-2770 平成23年4月1日 柴田　博 健康福祉部 長寿社会課

38 （一財） たかのす福祉公社 018-3324 北秋田市大町８番２３号 0186-67-8255 0186-69-7377 平成24年10月1日 松橋　雅子 健康福祉部 長寿社会課

39 （一社） 秋田県社会福祉士会 010-0922 秋田市旭北栄町1-5 018-896-7881 018-896-7882 平成26年4月1日 和田　士郎 健康福祉部 長寿社会課

40 （一財） 秋田県社会保険協会 010-0001 秋田市中通6-7-9 018-831-6205 018-832-3681 平成25年4月1日 那波　伊四郎 健康福祉部
長寿社会課　国保
改革準備・医療指
導室

41 （一社） 秋田県視覚障害者福祉協会 010-0922 秋田市旭北栄町1-5 018-864-2783 018-864-2785 平成26年4月1日 武田　利美 健康福祉部 障害福祉課

42 （公社） 秋田県手をつなぐ育成会 010-0922 秋田市旭北栄町1-5 018-864-2718 018-864-2718 平成25年4月1日 谷内　和夫 健康福祉部 障害福祉課

43 (公財) 秋田県総合保健事業団 010-0874 秋田市千秋久保田町6-6 018-831-2011 018-831-1663 平成25年4月1日 堀井　啓一 健康福祉部 健康推進課

44 （公社） 秋田県栄養士会 010-0922 秋田市旭北栄町1－5 018-800-6708 018-800-6717 平成25年4月1日 古宇田　靖子 健康福祉部 健康推進課

45 (公財) あきた移植医療協会 010-0874 秋田市千秋久保田町6-6 018-832-9555 018-832-9557 平成25年4月1日 佐藤　滋 健康福祉部 健康推進課

46 （一社） 秋田県歯科医師会 010-0941
秋田市川尻町字大川反１７０番
地１０２

018-865-8020 018-862-9122 平成25年3月1日 藤原　元幸 健康福祉部 医務薬事課

47 （一社） 由利本荘医師会 015-0885 由利本荘市水林456-4 0184-22-4085 0184-22-0050 平成25年4月1日 金　直樹 健康福祉部 医務薬事課

48 （一社） 秋田県医師会 010-0874 秋田市千秋久保田町6-6 018-833-7401 018-832-1356 平成25年4月1日 小玉　弘之 健康福祉部 医務薬事課

49 （一社） 秋田市医師会 010-0976 秋田市八橋南1-8-5 018-865-0252 018-863-3982 平成25年4月1日 松岡　一志 健康福祉部 医務薬事課
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50 （一社） 大館北秋田医師会 017-0864 大館市根下戸新町1-8 0186-43-4511 0186-49-3569 平成25年4月1日 佐藤　祥男 健康福祉部 医務薬事課

51 （一社） 男鹿潟上南秋医師会 010-0201 潟上市天王字上江川47番地 018-878-7976 018-878-2517 平成25年4月1日 神田　仁 健康福祉部 医務薬事課

52 （一社） 湯沢市雄勝郡医師会 012-0037 湯沢市字沖鶴167-2 0183-72-0440 0183-79-6682 平成25年4月1日 佐藤　政弘 健康福祉部 医務薬事課

53 （一社） 横手市医師会 013-0055 横手市朝日ヶ丘2-513 0182-33-6911 0182-36-7150 平成25年4月1日 西成　忍 健康福祉部 医務薬事課

54 （一社） 大曲仙北医師会 014-0024 大仙市大曲中通町4-20 0187-63-3338 0187-63-5329 平成25年4月1日 池田　芳信 健康福祉部 医務薬事課

55 （一財） 丁酉会 010-0041
秋田市広面字蓮沼44-2　秋田
大学医学部附属病院内

018-835-8520 018-833-6631 平成25年4月1日 伊藤　重範 健康福祉部 医務薬事課

56 （一財） 秋田県農村医学会 010-0976
秋田市八橋南二丁目１０番１６
号

018-864-2613 018-864-2675 平成24年4月1日 佐藤　一成 健康福祉部 医務薬事課

57 （一社） 能代市山本郡医師会 016-0151 能代市檜山字新田沢105 0185-58-2581 0185-58-5136 平成25年4月1日 山須田　健 健康福祉部 医務薬事課

58 （一社） 秋田県薬剤師会 010-0874 秋田市千秋久保田町6-6 018-833-2334 018-835-2576 平成25年4月1日 大越　英雄 健康福祉部 医務薬事課

59 （一社） 鹿角市鹿角郡医師会 018-5334
鹿角市十和田毛馬内字城ノ下
23

0186-35-2011 0186-35-5595 平成25年4月1日 小笠原　武 健康福祉部 医務薬事課

60 （公社） 秋田県柔道整復師会 010-0955 秋田市山王中島町3-1 018-863-6678 018-863-6031 平成25年4月1日 佐藤　環 健康福祉部 医務薬事課

61 （公社） 秋田県看護協会 010-0874 秋田市千秋久保田町６番６号 018-834-0172 018-835-9522 平成24年4月1日 高島　幹子 健康福祉部 医務薬事課

62 （一財） 本道医学振興会 010-8543 秋田市本道1－1－1 018-833-1166 018-833-1740 平成25年11月1日 伊藤　宏 健康福祉部 医務薬事課

63 （公社） 秋田県診療放射線技師会 010-1106 秋田市太平山谷中山谷247-32 018-838-3231 018-838-3231 平成25年4月1日 豊嶋　英仁 健康福祉部 医務薬事課

64 （一社） 秋田県臨床検査技師会 010-0013
秋田市南通築地1-1　ﾌｧｰｽﾄﾜﾝ
築地2Ａ

018-825-2116 018-825-2116 平成26年4月1日 佐藤　寛 健康福祉部 医務薬事課

65 （一社） 秋田県病院協会 010-0874 秋田市千秋久保田町6-6 018-831-4581 018-831-4536 平成25年4月1日 小野地　章一 健康福祉部 医務薬事課

66 （一社） 秋田市歯科医師会 010-0941
秋田市川尻町字大川反１７０番
１０２

018-823-4564 018-888-0123 平成24年11月1日 石田　達郎 健康福祉部 医務薬事課
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67 （公社） 秋田県理学療法士会 010-0921 秋田市大町1-2-40 018-867-1804 018-867-1804 平成24年4月1日 菅原　慶勇 健康福祉部 医務薬事課

68 （公社） 秋田県臨床工学技士会 010-1495
秋田市上北手猿田字苗代沢222
番地1

018-829-5000 018-829-5834 平成24年4月1日 佐藤　賢行 健康福祉部 医務薬事課

69 （一社） 鹿角交通協会 018-5201 鹿角市花輪字扇ノ間4-7 0186-23-3134 0186-23-3147 平成25年4月1日 石川　倉男 生活環境部 県民生活課

70 （一社） 秋田県浄化槽協会 010-0956 秋田市山王臨海町3-18 018-824-2084 018-824-2017 平成26年4月1日 佐藤　裕之 生活環境部 環境整備課

71 （公社） 秋田県食品衛生協会 010-0951 秋田市山王4－1ー2 018-827-6564 018-862-3818 平成25年4月1日 阿部　恭子 生活環境部 生活衛生課

72 (公財) 秋田県生活衛生営業指導センター 010-0922 秋田市旭北栄町1－5 018-874-9099 018-874-9199 平成24年4月1日 山本　久博 生活環境部 生活衛生課

73 （一社） 秋田県猟友会 010-0941 秋田市川尻町字大川反170-169 018-883-1607 018-883-1256 平成25年4月1日 藤原　信三 生活環境部 自然保護課

74 （公社） 秋田県農業公社 010-0951 秋田市山王四丁目１番２ 018-893-6211 018-895-7210 平成25年4月1日 三浦　庄助 農林水産部 農林政策課

75 （一社） 三種町農業公社 018-2104
山本郡三種町鵜川字岩谷子８
番地

0185-87-3188 0185-87-4244 平成25年4月1日 三浦　正隆 農林水産部 農林政策課

76 （公社） 秋田県青果物基金協会 010-0976 秋田市八橋南2-10-16 018-864-2446 018-864-2449 平成25年4月1日 米森　萬壽美 農林水産部 農業経済課

77 （一社） 秋田県果樹協会 013-0102 横手市平鹿町醍醐字醍醐52 0182-25-4201 0182-25-3343 平成25年4月1日 柴田　多一 農林水産部 園芸振興課

78 （公社） 秋田県獣医師会 010-0001 秋田市中通6-7-9 018-832-2216 018-832-2274 平成25年4月1日 砂原　和文 農林水産部 畜産振興課

79 （一社） 秋田県畜産会館 010-0001 秋田市中通6-7-9 018-834-1909 018-831-2641 平成26年4月1日 加藤　義康 農林水産部 畜産振興課

80 （一社） 秋田県配合飼料価格安定基金協会 010-0001 秋田市中通6-7-9 018-835-9094 018-835-4973 平成25年4月1日 藤田　茂治 農林水産部 畜産振興課

81 (公財) 秋田県栽培漁業協会 010-0531 男鹿市船川港台島字鵜ノ崎16 0185-27-2602 0185-27-3093 平成25年10月1日 大竹　敦 農林水産部 水産漁港課

82 （公社） 秋田県林業育成協会 010-0003 秋田市東通2-7-35 018-837-7762 018-837-7765 平成26年4月1日 武田　英文 農林水産部 林業木材産業課

83 (公財) 秋田県木材加工推進機構 016-0876 能代市字海詠坂11-1 0185-52-7000 0185-52-7002 平成25年4月1日 網　幸太 農林水産部 林業木材産業課

5



番
号

法人
区分

法人名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 移行登記年月日 代表者氏名 所管部局名 所管課室名

84 (公財) 秋田県林業公社 010-0931 秋田市川元山下町8-28 018-865-1101 018-865-1129 平成25年4月1日 佐藤　龍司 農林水産部 林業木材産業課

85 （公社） 秋田県緑化推進委員会 010-0941 秋田市川尻町字大川反170-169 018-883-0815 018-883-0816 平成25年1月4日 佐藤　重芳 農林水産部 森林整備課

86 （一社） 秋田県造園協会 010-0951 秋田市山王五丁目７番６号 018-824-2737 018-862-2725 平成24年8月1日 加藤　薫 農林水産部 森林整備課

87 (公財) 秋田県林業労働対策基金 010-0931 秋田市川元山下町８番２８号 018-864-0161 018-864-0161 平成24年4月1日 福井　敬二 農林水産部 森林整備課

88 （一社） 秋田県林業コンサルタント 010-0941 秋田市川尻町字大川反170-169 018-865-1133 018-865-1134 平成24年4月1日 佐々木　誠 農林水産部 森林整備課

89 （一社） 秋田県計量協会 010-0944 秋田市川尻若葉町1-5 018-865-2671 018-853-6066 平成25年4月1日 森　洋 産業労働部 産業政策課

90 （公社） 秋田青年会議所 010-0951
秋田市山王二丁目１番５４号
三交ビル三階

018-824-7070 018-824-7071 平成24年11月1日 丸野内真理子 産業労働部 産業政策課

91 （一社） 湯沢青年会議所 012-0031 湯沢市鶴館３９番地４号 0183-72-0368 0183-78-1222 平成25年1月4日 住谷　達 産業労働部 産業政策課

92 （一財） 秋田経済研究所 010-8655
秋田市山王三丁目２番１号　秋
田銀行本店内

018-863-5561 018-863-5580 平成23年9月1日 小笠原　直樹 産業労働部 産業政策課

93 （一社） 能代青年会議所 016-0894 能代市萩の台３番８号 0185-54-6750 0185-89-1155 平成24年12月17日 佐藤　二郎 産業労働部 産業政策課

94 （一社） 大曲青年会議所 014-0027
大仙市大曲通町５番２号　大曲
駅前伊藤テナント３階

0187-62-0883 0187-62-0883 平成24年11月1日 澤野　秀樹 産業労働部 産業政策課

95 （公社） 由利本荘青年会議所 015-0073 由利本荘市笹道２３番地 0184-22-4940 0184-22-8362 平成24年10月1日 山田　克成 産業労働部 産業政策課

96 （一社） 横手青年会議所 013-0021 横手市大町７番１８号 0182-32-1170 0182-32-9987 平成24年8月1日 高橋　孝志 産業労働部 産業政策課

97 （一社） 鹿角青年会議所 018-5201 鹿角市花輪字合野236-1 0186-22-2022 0186-23-7753 平成26年2月1日 菅原　史明 産業労働部 産業政策課

98 （一社） 秋田県銀行協会 010-0923
秋田市旭北錦町１番４７号　秋
田県商工会館６階

018-863-9181 018-823-4248 平成24年4月1日 湊屋　隆夫 産業労働部 産業政策課

99 (公財) あきた企業活性化センター 010-8572 秋田市山王三丁目１番１号 018-860-5603 018-863-2390 平成24年4月1日 岩澤　道隆 産業労働部 地域産業振興課

100 （一社） 秋田県機械金属工業会 010-0951 秋田市山王三丁目１番１号 018-862-5113 018-866-1741 平成22年10月1日 藤澤　正義 産業労働部 地域産業振興課
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101 (公財) 本荘由利産学振興財団 015-0051 由利本荘市川口字大覚182 0184-22-3488 0184-23-7460 平成25年4月1日 長谷部　誠 産業労働部 地域産業振興課

102 （一社） 秋田県情報産業協会 010-1623
秋田市新屋町字砂奴寄４番地
の１１

018-862-9820 018-862-9820 平成24年4月1日 江畑　佳明 産業労働部 商業貿易課

103 （一財） 秋田県鉱業会 010-0951 秋田市山王3-1-7 018-863-4616 018-863-4616 平成25年4月1日 宮川　昌樹 産業労働部
資源エネルギー産
業課

104 （一社） 秋田県LPガス協会 010-0951 秋田市山王3-1-7 018-862-4918 018-862-4469 平成25年4月1日 木村　繁 産業労働部
資源エネルギー産
業課

105 （一社） 秋田県採石業協会 010-0951 秋田市山王6-15-11 018-823-1482 018-864-8081 平成25年4月1日 菅原　廣悦 産業労働部
資源エネルギー産
業課

106 （一財） 秋田県資源技術開発機構 017-0202
鹿角郡小坂町小坂鉱山字古舘
9-3

0186-29-3100 0186-29-3840 平成25年4月1日 岩澤　道隆 産業労働部
資源エネルギー産
業課

107 （一財） 秋田県労働会館 010-0001 秋田市中通6-7-36 018-833-2335 018-831-3935 平成26年4月1日 黒崎　保樹 産業労働部 雇用労働政策課

108 （一社） 秋田県経営者協会 010-0923 秋田市旭北錦町1-47 018-864-0812 018-865-7015 平成25年4月1日 藤原　清悦 産業労働部 雇用労働政策課

109 （一財） 秋田市勤労者福祉振興協会 010-1413 秋田市御所野地蔵田3-1-1 018-826-1800 018-826-1803 平成25年4月1日 原田　亀夫 産業労働部 雇用労働政策課

110 （公社） 大館市シルバー人材センター 017-0805 大館市字扇田道下６番地１０ 0186-49-4088 0186-49-1579 平成24年4月1日 佐藤　利吉 産業労働部 雇用労働政策課

111 （公社） 大仙市シルバー人材センター 014-0052 大仙市大曲川原町４番１号 0187-62-4343 0187-62-6868 平成24年4月1日
高橋　留治
小林　和子

産業労働部 雇用労働政策課

112 （公社） 鹿角地域シルバー人材センター 018-5201 鹿角市花輪字合ノ野２４５番地１ 0186-23-6644 0186-23-7266 平成24年4月1日
松岡　昇
藤井　厚生

産業労働部 雇用労働政策課

113 （公社） 能代市シルバー人材センター 016-0865 能代市青葉町５番３７号 0185-54-4688 0185-54-6037 平成23年4月1日
小林　正之
佐藤　佳治

産業労働部 雇用労働政策課

114 （公社） 由利本荘市シルバー人材センター 015-0012
由利本荘市石脇字田尻３０番地
の１２

0184-24-5111 0184-24-3080 平成24年4月1日
庄司　昭一
牧野　通雄

産業労働部 雇用労働政策課

115 （公社） 横手市シルバー人材センター 013-0060 横手市条里三丁目１番４号 0182-33-6840 0182-33-7340 平成24年4月1日 佐藤　繁男 産業労働部 雇用労働政策課

116 （公社） 男鹿市シルバー人材センター 010-0503
男鹿市船川港金川字姫ケ沢１５
２番地２

0185-23-2300 0185-22-1106 平成24年4月1日 小野　忠儀 産業労働部 雇用労働政策課

117 (公財) 秋田県ふるさと定住機構 010-1413
秋田市御所野地蔵田三丁目１
番１号

018-826-1731 018-826-1732 平成24年4月1日 岩澤　道隆 産業労働部 雇用労働政策課
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118 （公社） 湯沢市シルバー人材センター 012-0857 湯沢市千石町一丁目８番１６号 0183-72-6200 0183-72-6123 平成24年4月1日
吉田　秀夫
佐藤　祥一

産業労働部 雇用労働政策課

119 （公社） 仙北市シルバー人材センター 014-0359 仙北市角館町北野６２番地の２ 0187-55-1646 0187-55-1652 平成24年4月1日
高橋　一海
相馬　順子

産業労働部 雇用労働政策課

120 （公社） 秋田県シルバー人材センター連合会 010-0951
秋田市山王六丁目１番１３号
山王プレスビル

018-888-4680 018-888-4681 平成24年4月1日
小野　忠儀
佐藤　繁男

産業労働部 雇用労働政策課

121 （公社） 美郷町シルバー人材センター 019-1404
仙北郡美郷町六郷字上町２１番
地

0187-84-0307 0187-84-0407 平成24年4月1日
髙橋　優

蛭川　久二雄
産業労働部 雇用労働政策課

122 （一社） 秋田県労働基準協会 010-0921
秋田市大町三丁目２番４４号
協働大町ビル３階

018-862-3362 018-862-3729 平成24年4月1日 工藤　和典 産業労働部 雇用労働政策課

123 （一財） 秋田県建設・工業技術センター 010-0941 秋田市川尻町字大川反170-177 018-863-4421 018-865-7006 平成25年4月1日 石黒　亙 建設部 建設政策課

124 （一社） 秋田県建設業協会 010-0951 秋田市山王四丁目３番１０号 018-823-5495 018-865-2306 平成24年4月1日 村岡　淑郎 建設部 建設政策課

125 （一社） 秋田県仙北建設業協会 014-0063
大仙市大曲日の出町二丁目５
番２２号

0187-62-1870 0187-63-4544 平成24年4月1日 佐藤　吉博 建設部 建設政策課

126 （一社） 能代山本建設業協会 016-0113 能代市字宮ノ前１６番地１ 0185-58-3232 0185-58-3236 平成24年4月1日 大森　三四郎 建設部 建設政策課

127 （一社） 鹿角建設業協会 018-5201 鹿角市花輪字扇の間13 0186-23-7511 0186-22-2036 平成25年4月1日 村木　通良 建設部 建設政策課

128 （一社） 由利建設業協会 015-0824 由利本荘市古雪町25 0184-24-3115 0184-24-3220 平成25年4月1日 木内　了 建設部 建設政策課

129 （一社） 秋田中央建設業協会 010-0951 秋田市山王4-3-7 018-862-7778 018-865-2443 平成25年4月1日 加藤　憲成 建設部 建設政策課

130 （一社） 北秋田建設業協会 018-3301 北秋田市綴子字柳中18 0186-62-2680 0186-63-1116 平成25年4月1日 北林　一成 建設部 建設政策課

131 （一社） 平鹿建設業協会 013-0033 横手市旭川2-4-13 0182-32-5245 0182-32-6165 平成25年4月1日 武茂　広行 建設部 建設政策課

132 （一社） 雄勝建設業協会 012-0857 湯沢市千石町2-1-11 0183-73-8145 0183-72-0878 平成25年4月1日 菅　良弘 建設部 建設政策課

133 （一社） 秋田県県土整備コンサルタンツ協会 010-0951
秋田市山王6-1-13　山王プレス
ビル5階

018-862-8050 018-862-9183 平成25年4月1日 石川　武清 建設部 建設政策課

134 （一社） 秋田県空調衛生工事業協会 010-0956 秋田市山王臨海町3-18 018-824-7761 018-824-2017 平成25年4月1日 阿部　公雄 建設部 建設政策課
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135 （一社） 秋田市建設業協会 010-0951 秋田市山王2-10-4 018-864-0220 018-864-0316 平成25年4月1日 林　明夫 建設部 建設政策課

136 （一財） 秋田市駐車場公社 010-0001 秋田市中通2-6-2 018-832-1181 018-837-1031 平成25年4月1日 佐藤　佐太幸 建設部 都市計画課

137 （一社） 秋田県建築士会 010-0951
秋田市中通2-3-8　アトリオンビ
ル5階

018-827-3718 018-827-3873 平成25年4月1日 湯沢　隆市 建設部 建築住宅課

138 （一社） 秋田県建築士事務所協会 010-0951
秋田市山王3-1-7　東カンビル6
階

018-865-1225 018-865-1293 平成25年4月1日 池田　匠 建設部 建築住宅課

139 （公社） 秋田県宅地建物取引業協会 010-0942 秋田市川尻大川町1-33 018-865-1671 018-865-1670 平成25年4月1日 赤田　英博 建設部 建築住宅課

140 （一財） 秋田県建築住宅センター 010-0001
秋田市中通2-3-8　アトリオンビ
ル5階

018-836-7850 018-836-7852 平成25年4月1日 柴田　公博 建設部 建築住宅課

141 (公財) 秋田県育英会 010-0951 秋田市山王４－１－２ 018-860-3552 018-860-3555 平成25年4月1日 小野寺　清 教育庁 総務課

142 (公財) 京野育英団 012-0814
湯沢市大工町４－２３　秋田銘
譲（株）内

0183-73-3161 0183-72-3247 平成25年4月1日 京野　秀夫 教育庁 総務課

143 (公財) 斎藤宇一郎記念会 018-0402 にかほ市平沢字中町７９ 0184-35-4057 0184-35-4618 平成26年4月1日 佐藤　範義 教育庁 総務課

144 (公財) 由利学生寮 015-0814 由利本荘市後町１６番地７ 0184-24-3050 0184-24-3054 平成24年11月1日 齋藤　銑四郎 教育庁 総務課

145 (公財) 秋田県学校給食会 010-0061 秋田市卸町一丁目２番２４号 018-864-3201 018-863-6699 平成24年7月2日 太田　徹 教育庁 総務課

146 (公財) 平野政吉美術財団 010-0001 秋田市中通一丁目４－２ 018-833-5809 018-836-0877 平成24年4月1日 大野　忠右エ門 教育庁 総務課

147 （一財） 秋田県青年会館 011-0905
秋田市寺内神屋敷３－１　秋田
県青少年交流センター内

018-880-2303 018-847-6350 平成25年4月1日 齋藤　一男 教育庁 総務課

148 （一社） 大仙市学校給食協会 019-1701 大仙市神宮寺字家後46番地 0187-73-7528 0187-73-7538 平成25年4月1日 齋藤　靖 教育庁 総務課

149 （一財） 秋田県高等学校定時制通信制教育振興会 010-0001
秋田市中通２―１―５１　県立秋
田明徳館高校内

018-833-1261 018-833-1162 平成25年4月1日 竹下　博英 教育庁 総務課

150 （一財） 秋田県教育会館 010-0951 秋田市山王四丁目４番１４号 018-862-8255 018-862-8257 平成24年4月1日 伊藤　正通 教育庁 総務課

151 (公財) 齋藤憲三・山﨑貞一顕彰会 018-0402 にかほ市平沢字立沢２００番地 0184-35-6543 0184-35-6543 平成25年4月1日 巴　徳雄 教育庁 総務課
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152 （一財） 秋田県教育関係職員互助会 010-8580
秋田市山王３－１－１　教育庁
内

018-860-5224 018-860-5800 平成25年4月1日 米田　進 教育庁 総務課

153 （一財） 秋田市学校給食会 010-0065 秋田市茨島１－４－７１ 018-863-5828 018-863-7209 平成25年4月1日 佐藤　賢治 教育庁 総務課

154 (公財) 片野重脩交通遺児奨学会 013-0037
横手市前郷二番町４番１０号
羽後交通（株）内

0182-32-4152 0182-32-7122 平成24年4月1日 齋藤　善一 教育庁 総務課

155 (公財) 久米田羽後奨学会 010-0001 秋田市中通三丁目１番４１号 018-833-4211 018-831-1195 平成24年4月1日 加賀谷　武夫 教育庁 総務課

156 (公財) さきがけ文学賞渡辺喜恵子基金 010-8601
秋田市山王臨海町１番１号　株
式会社秋田魁新報社内

018-888-1859 018-863-5353 平成24年4月1日 小笠原　直樹 教育庁 総務課

157 （一財） 高橋誠悦育英会 013-0028
横手市朝倉町6番38号　横手市
総合交流促進施設あさくら館内

0182-38-8590 0182-32-8648 平成25年4月1日 池田　勇助 教育庁 総務課

158 （一財） 山下太郎顕彰育英会 013-0521
横手市大森町字大森145　山下
記念館内

0182-26-3500 0182-26-4200 平成25年10月1日 阿部　勝行 教育庁 総務課

159 （一財） 大館市文教振興事業団 017-0031 大館市上代野字稲荷台１番地１ 0186-45-2500 0186-45-2220 平成24年4月1日 高橋　善之 教育庁 総務課

160 (公財) 鹿角市子ども未来事業団 018-5201 鹿角市花輪字上中島９３番地 0186-30-0557 0186-23-2256 平成24年4月1日 児玉　一 教育庁 幼保推進課

161 （公社） 秋田被害者支援センター 010-0922 秋田市旭北栄町1-5 018-893-5935 018-893-5938 平成25年4月1日 内藤　徹 警察本部 警務課

162 （公社） 秋田県防犯協会連合会 010-0951 秋田市山王4-1-5 018-866-5315 018-866-5315 平成25年4月1日 細谷　敏夫 警察本部 生活安全企画課

163 （一社） 秋田県交通安全協会 010-0951 秋田市山王4-1-5 018-896-5045 018-896-5046 平成25年4月1日 桑原　功 警察本部 交通企画課

164 （一社） 秋田県指定自動車教習所協会 010-1607 秋田市新屋南浜町１２番１号 018-862-2313 018-862-2068 平成24年4月1日 金森　登志雄 警察本部 運転免許センター

165 （一財） 秋田県警察職員互助会 010-0951 秋田市山王4-1-5 018-863-1111 018-895-7870 平成25年4月1日 扇澤　昭宏 警察本部 厚生課

166 (公財) 暴力団壊滅秋田県民会議 010-0922 秋田市旭北栄町１番５号 018-824-8989 018-824-8990 平成23年4月1日 藤井　明 警察本部 組織犯罪対策課
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